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産業機械・金属部品

今月の支援メニュー
特別商談会
挑戦意欲があり加工技術シー
ズを持つ県内中小企業と次
世代産業分野の大手企業と
のクローズド
（選抜）商談会

ひょうご産業活性化センターは、さらなる成長が見込
まれる航空・宇宙、環境・エネルギー等次世代産業
分野の中小企業の参入を支援するため、中堅・大手
企業の加工技術ニーズ等を調査し、県内ものづくり中
小企業へマッチングする
「特別商談会」
を行っています。
株式会社大進精機は、
「特別商談会」をきっかけ
に航空・防衛関連部品の難削材加工の仕事を継続
的に受注しています。

兵庫県企業庁産業用地のご案内

「企業誘致成約報奨金制度」
をスタート！
淡路津名地区・播磨科学公園都市に立地したいと
いう企業の情報をご紹介ください。
成約に結びついた場合には報奨金（土地の代金の
２％・上限なし）をお支払いします。

充実の企業立地支援制度

播磨科学公園都市

（新）小野市市場地区

淡路津名地区

分譲価格 最大３割引！

兵庫県の地域創生に取り組むため、｢地域創生割引制度（20%、他の制度と併せて
最大 30%）｣ や｢中小企業支援ゾーン｣ を設け、企業の皆様の立地を支援します。
淡路津名地区

○地域創生割引制度

県外から本社機能を移転する企業等に分譲価格を20%割引

○あわじ環境未来島構想支援割引制度

地域ブランド発展企業などに分譲価格を20%割引
（併用は10%）

○公共岸壁等使用料助成制度

生穂地区等の公共岸壁及び埠頭の使用料を助成
（1/2）

○中小企業支援ゾーン制度

志筑地区全域で県内中小企業に特別価格（12,000円/㎡）
で分譲

◇本州と四国を結ぶ交通の要衝、
公共岸壁を完備
◇「あわじ環境未来島構想」
を淡路島全域で推進
◇明石海峡大橋ＥＴＣ車料金大幅値下げ
（H26.4）

○地質等事前調査費助成制度

事前調査のためのボーリング調査費を助成（１企業最大500万円）

○その他税制優遇措置、設備投資･雇用補助等

播磨科学公園都市
○地域創生割引制度

県外から本社機能を移転する企業等に分譲価格を20%割引

○研究開発型企業立地促進割引制度

研究開発型企業などに分譲価格を20%割引
（併用は10%）

○立地企業研究開発支援助成制度
SPring-8などの機器使用料を助成
（1/2）

○中小企業支援ゾーン制度

同ゾーンを設け県内中小企業に特別価格（10,000円/㎡）
で分譲

◇都市内には世界最高性能の大型放射光施設（SPring-8）
､
Ｘ線自由電子レーザーSACLA、
中型放射光ニュースバル
◇高度研究機関が連携して企業の研究開発を支援
◇固い地盤と低い地震発生率による高い安全性

○地質等事前調査費助成制度

事前調査のためのボーリング調査費を助成（１企業最大500万円）

○その他税制優遇措置、設備投資･雇用補助等

小野市市場地区・新たな産業団地の整備が進んでいます
企業立地の促進や雇用の創出など地域創生
に取り組むため、兵庫県企業庁と小野市が共
同で新たな産業団地を整備

兵庫県企業庁企業誘致課

○地
域
○事業期間
○分譲時期

兵庫県小野市市場地区（約40ha）
平成28〜33年度（予定）
平成31年度一部分譲開始（予定）

TEL 078-362-4326

兵庫県企業庁 産業用地

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
特別商談会

株式会社
大進精機

難削材の切削加工で
他社を圧倒する技術力
大手メーカーとの
マッチングで躍進
難削材の切削加工で強み
同社はニッケル基合金、
コバルト基

ハウも保有。
高精度の加工を実現して
います。

2015年11月、
県のオンリーワン企業
創出支援事業の一環として開かれた

合金をはじめとする難削材の加工を

入社した社員はまず汎用旋盤で技

「特別商談会」に参加する機会を得ま

得意とし、船舶向け燃料噴射ノズル

を磨きます。
「ハンドルを回しながら手

した。特別商談会は、次世代産業の

や、
原子力発電所向けの切替弁やバ

作業で調整する汎用旋盤であれば、

ものづくりに当たって、大手企業と事

ルブをはじめとする最重要保安部品を

削り具合を肌で感じることができます。

前に選ばれた技術シーズで複数の

主に手掛けています。

また、加工部分を目で確認しながら加

中小企業をマッチングさせる個別商

燃料噴射ノズルでは直径0.5㍉とい

工時の音や削れる時の臭いを感じ、
ど

談会です。難削材の加工業者を求め

う小径穴をドリルで開けます。
通常の加

ういう時にうまく削れるか、
削れないか

る大手メーカーが発注側として出席し

工法ではドリルが難削材を貫通する時、

を体で覚えてもらいます。
いずれ数値

ており、
ひょうご産業活性化センターの

特に傾斜した穴を加工するとドリルの破

制御の機械を扱うようになっても、
トラ

担当者が10年来、大進精機と付き合

損が多く発生します。
その課題を長年

ブルにあった時にどう対処すればよい

いがあり技術を熟知していることから

の経験で克服し、難削材の小径の穴

かが分かるようになります」
。
自分のレベ

マッチングが実現しました。

開け加工では他社を圧倒しています。

ルを客観的に評価できるよう社員には

また、縦、横から開けた穴の交差部

機械加工の技能検定の資格取得を

これまでの加工実績や技術の強みを

分にバリ、
カエリと呼ばれる出っぱりが

促しており、
取得者には技能手当てを

平井社長自ら説明しました。
そして、
翌

できてしまいますが、
これが最小限にな

支給しています。

年4月、航空・防衛関連の難削材加

るようドリルの切削条件を変えることで
調整します。
「最重要保安部品ではバ

震災契機に技術力アピール

商談会では加工部品を持ち込み、

工の受注にこぎ着けました。
その間、
大
手メーカーを訪ね、
もらった図面を基

リ、
カエリは絶対に許されません。
中の

高い技術力で取引先を着実に増

に試作加工したものを品質を含め確

様子は見えないので手入れ作業で穴

やしてきましたが、
東日本大震災以降、

認してもらい、改めて技術の確かさを

に竹串を通しながらバリ、
カエリが取れ

原子力発電所向けの仕事がゼロにな

アピールしたことが功を奏したようで

ているかをチェックしています」
と平井

り、売り上げが大きく減少しました。以

正志社長。

降、
展示会に積極的に出展するように

また、加工対象物を高い精度で加

なり、
自社の技術をアピールする機会

工するためには治工具を利用し、
固定

を増やしてきました。
「近年増えている

する必要があります。同社ではこの治

のは同業者からの受託です。
自社で

工具も自社で製造し、
どこからどのよう

はできない難しい加工を当社に出して

につかめば加工しやすいかというノウ

いただけるケースが増えています」
。

受注している部品の数々
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特別商談会

す。
以降、継続的な受注につながって

材育成・確保」の新たな取り組みに対

す。
「大進精機じゃないと駄目と言って

います。

し、助成が受けられる「オンリーワンを

いただけるよう技術をさらに磨き、
今後

2016年度には兵庫県から「販路

目指す企業」に認定され、
その技術力

は水素関連分野などにも進出したい」

開拓」
、
「製品開発・改良」および「人

はますます知られるところとなっていま

と意気込んでいます。

会社概要
株式会社大進精機

所在地 丹波市市島町矢代37
代表取締役社長 平井正志
事業内容 船舶用エンジン部品、
火力・原子力関連部品等の精密加工

TEL 0795-85-2119
URL http://daishin-seiki.com/

支援メニュー講座

特 別 商 談 会

ものづくり中小企業のオンリーワン企業創出支援事業
（次世代産業参入支援事業）
制度概要
成長が見込まれる航空宇宙、環境・エネルギー等次世代産業分野への中小企業の参入を支援するため、大
企業・中堅企業の発注開拓を進め、ものづくり中小企業のマッチングを支援します。
※支援を受けるには、当センターの「ものづくり中小企業のオンリーワン企業創出支援事業」に参加・登録が必
要です
※「加工技術ニーズの条件」と「ものづくり中小企業の加工技術シーズ」等の条件が合致しない場合、マッチン
グできないことがありますので、あらかじめご了承ください
《対象業種》
●指定主要業種 ４業種
化学工業、生産用機械器具製造業
など
●指定関連業種 13業種
はん用機械器具製造業、
電子部品・
デバイス・電子回路製造業など

発注企業

【次世代産業分野】

受注企業

【オンリーワン企業創出支援事業登録企業】

【ビジネスマッチング】
1 特別商談会
2 個別マッチング
3 取引商談会（次世代枠）
【次世代産業参入支援セミナー】

問い合わせは （公財）
ひょうご産業活性化センター 創業推進部 取引振興課

あった、あった、ここや。

078-977-9074

「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
「異業種交流のすゝめミーティング」
のご案内

「ひょうごふるさと応援・成長支援事業」
ビジネスプラン募集のご案内

県内の中小企業による自主的な異業種交流を支
援する「異業種交流活性化支援事業」では、
これま
で延べ151グループが地域資源を活用した商品開
発やブランド化、販路開拓のほか、新技術の活用に
取り組むなど、多岐にわたる活動を展開しています。
今年も、各グループの交流の場として、下記の通り
活動グループによる事例発表・アドバイザーによる助
言や交流会を開催しますので、
奮ってご参加ください。
【日時】7月31日（月）15：45~18：45
【場所】ホテル北野プラザ 六甲荘
【内容】グループ事例発表 15：45～17：05
交流会 17：15～18：45（参加費3,000円）
【定員】100人（定員に達し次第締め切り）
【申し込み締め切り】7月24日（月）
【参加特典】異業種交流の進め方をまとめた小冊子
「新しい異業種交流のすゝめ」
（3訂）を進呈！
※詳細についてはHP（http://web.hyogo-iic.
ne.jp/）をご覧ください
【問い合わせ先】創業推進部 異業種連携相談室
078-977-9073
078-977-9112

地域で頑張るふるさとの応援・成長に貢献する兵
庫県内の中小企業者の取り組みを「キラリひょうごプ
ロジェクト」
として発掘・選定します。専用HPで広く情
報発信するとともに、
クラウド・ファンディングによる潜
在顧客の開拓や資金調達を支援します。
受付期間

6月5日（月）
～7月31日（月）必着

応募資格

兵庫県内に本社を有する中小企業者であること他、該
当しなければならない要件あり
（詳細は下記URLにアク
セスの上ご確認ください）

商品開発・新事業展開・事業拡大に関するビジネスプ
対象ビジネス
ランの他、満たさなければならない要件あり
（詳細は下
プラン
記URLにアクセスの上ご覧ください）

選定メリット

①小口投資による資金調達の実現に向けた支援が、指
定事業者から受けられます（賛同・共感を基に不特定
多数の出資者からの資金調達）
。
②小口投資用のファンド組成に必要な手数料が大幅に低
減されます。
③潜在顧客の獲得が見込まれます(兵庫県内外の全国か
らの出資者が、コアなファン層となります)。
④経営者の夢や思いが “見える化” されるよう、事業計画
策定やＰＲ活動へのサポート、コンサルティング、販路
拡大等の各種支援が受けられます。

※詳細についてはHP（http://web.hyogo-iic.
ne.jp/kigyo/furusato）をご覧ください
【問い合わせ先】創業推進部 投資育成課
078-977-9075
078-977-9112
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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
「平成29年度健康経営セミナー
《健康づくりチャレンジ講座》」
のご案内
昨年度もご好評いただいた同セミナーがさらにパワー
アップして帰ってきました！
健康経営の第一人者、
岡田邦夫氏（NPO法人健康
経営研究会 理事長）にご講演いただくほか、近畿経
済産業局による「健康経営優良法人認定制度」の解
説、
さらには健康経営に携わるさまざまな立場のパネリス
トによる意見交換も行います。
最初から最後まで決して目が離せません！健康経営
に関する基本的なお話から最新情報までお伝えいたし
ます。
▶日時・場所：
神戸会場 7月25日（火） 神戸市教育会館大ホール
姫路会場 7月28日（金） じばさんびる 9階901会議室
時間はいずれも13：30～16：30（予定）
▶内容：
◦「健康宣言・健康経営について」
岡田邦夫氏 NPO法人健康経営研究会 理事長
◦「健康経営優良法人認定制度について」 近畿経済産業局

6 JUMP

Information Calendar
◦パネルディスカッション～健康経営の普及に向けて～
岡田邦夫氏（座長）
、
健康経営優良法人認定事業所、
協会けんぽ兵庫支部、
近畿経済産業局、
兵庫県健康福祉部健康局健康増進課
▶参加費：無料
▶申し込み締め切り：7月12日（水）
※詳細についてはHP（https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/
hyogo/cat070/20170517001）をご覧ください
▶問い合わせ先：全国健康保険協会 兵庫支部 企画グループ
078-252-8702

兵庫県信用保証協会かわら版

News form CGCH

土曜・平日夜間相談のご案内
平日の日中お忙しい方のために、創業や新事業展開、経営改善などあらゆる相談に対応する「土曜・平日夜間相
談」を毎月開催しています。
相談料は無料ですので、
ぜひお気軽にご相談ください。

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
JUMP 7

技術最前線

弾性表面波を用いた高精度粉体フィーダーの開発
兵庫県立工業技術センター

1．
はじめに

才木 常正

IDTに高周波電圧を印加してSAWフィーダーを駆動
すると、基板面を伝搬してきたSAWによりホッパー下の

粉末材料を用いた3次元プリンターにおいて、粒径

粉体が輸送されます。
そして、ホッパー下の粉体が無く

が100µm以下の粉体を乾式で高精度に輸送し供給

なると、
その不足分の粉体が重力によりホッパーから補

することが求められています。
しかしながら、固体であり

充されます。一方、基板上を輸送された粉体は誘導壁

ながら液体や気体のように振る舞うことが可能な粉体

（高さ2mm、長さ35mm、収束角20度）によってSAW

の正確な操作は難しく、汎用のコンベアやフィーダーを

フィーダーの排出口（誘導壁間2mm）へと徐々に集め

単純に小型化しただけでは数mgオーダーでの操作は

られ、次々に落下し粉体が切り出されます。
ちなみに、

不可能です。
そこで、弾性体の表面を伝搬する弾性表

ホッパーと誘導壁の材料は硬質透明樹脂であり、当

面波(SAW: Surface acoustic wave)に注目し、当セ

センター所有の高精度3Dプリンター(Stratasys社製

ンターと兵庫県立大学の共同研究にて他に類を見な

Connex500)で製作しました。

いSAWを用いた高精度粉体フィーダーの研究開発を
行っています 1)。
1) T
 . Saiki et al., Advanced powder technology, Vol.28,
pp.491-498 (2017)

2．
弾
 性表面波（SAW）
SAWとは固体の表面だけにエネルギーが集中して
伝搬する音波で、圧電基板上に製作した櫛歯状の電極

図 2 製作したSAWフィーダー

（IDT: Interdigital transducer）に高周波電圧を印加
することで発生します（図1参照）
。
そして、SAWの伝搬
面に対象物を置くことで、対象物が駆動します。
ちなみ
に、SAWにより、粉体だけではなく液体も動かすことが
可能です。

4．
フ
 ィーダーの粉体切り出し特性
実験で、ホッパーに500mgの銅粉（粒径100µm程
度）を投入し、1Wの電力でSAWフィーダーを駆動しま
した。
その結果、約15mg/sで銅粉が切り出され、約30
秒後にはホッパーの9割程度の粉体が供給されること
が明らかになりました。
この事実から、本SAWフィーダ
ーを0.1秒間駆動することで数mg以下の精度で粉体

図1 弾性表面波による物体駆動の原理

開発したSAWフィーダーを図2に示します。
このSAW
フィーダーはニオブ酸リチウムの圧電基板の上にアルミ
膜のIDTを有しており、
このIDTのピッチサイズは粉体
輸送に最適化された2mmです。
また、
このSAWフィー
ダーは0.4cm3の粉体貯蔵用のホッパーも有します。

8 JUMP

問い合わせ先

3．
開
 発した高精度粉体フィーダー

を供給可能であることが分かります。

兵庫県立工業技術センター
○生産技術部 電子・情報グループ
078-731-4332
○総合相談窓口“ハローテクノ”
078-731-4033
http://www.hyogo-kg.jp/

Tax & Law

経営に関するアドバイスをご紹介します。

ＴＫＣ近畿兵庫会

神戸中央支部・税理士

花田宏造

法人番号への対応
法人番号とは

マイナンバー制度では、
個人ごとのマイナンバーのほかに、
法人ごとの番号である法人番号が付番されています。
法人番号はマイナンバーと同様に、
法定調書や申告書、
申請・届出書類などを官公署に提出する際に、
提出者や支
払者の法人番号を記載することとされています。

利用制限がなく利用範囲の拡大が期待される

法人番号には個人のマイナンバーのような厳格な利用制限がありません。
このため、行政機関による新たなサービス
（
「国税庁法人番号公表サイト」
「
、法人向けポータル」など）が予定されています。
◎「国税庁法人番号公表サイト」
法
 人の基本３情報（①商号または名称、
②本店または主たる事務所の所在地、
③法人番号）の検索･閲覧
が可能。
法定調書の作成や取引先情報の登録・管理作業が効率化される。
◎「法人向けポータル」
行
 政機関が有する各法人の情報の検索や、
調達・補助金などの情報入手、
行政機関に対する手続きがワン
ストップで行える。
その他、
民間でも法人番号の活用が進むことにより、
新たなサービスができることも期待されています。
例えば、
法人番
号を利用して、
企業が保有･公表するさまざまな自社の情報が検索･取得できるようになれば、
企業間取引における添付
書類の削減などが期待されます。
そのほかにも、
取引先・提携先開拓のための、
インターネットサイトでの活用など、
さまざまな場面での利用拡大が期待
されています。
参照：
『Q＆Aマイナンバー制度実務対応ブック』
ＴＫＣ出版
※Tax&Lawの最新記事およびバックナンバーを当センターのHP
（http://web.hyogo-iic.ne.jp/johoteikyo/taxlaw）
に掲載しています

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。

2017年5月の県下中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象企業3,794社のうち
黒字企業は50.5％で1,918社。全産業の平
均売上高は対前年同月比で97.4％と減少。
業種別で見ると、前年を上回るのは建設業
100.6％、不動産業112.6%で、その他の業
種は前年を下回っており、製造業99.2％、情
報通信業93.2％、運輸業、郵便業99.5％、
卸売業96.5％、小売業96.5％、宿泊業、飲
食サービス業96.2％、サービス業87.5％。
また、全産業の売上高総利益率は27.2％
で対前年同月比は102.2％、売上高経常利
益率は3.7％で対前年同月比94.8％。総利
益率は対前年同月比を上回っているが経常
利益率は前年を下回っている。
【情報通信業】調査対象企業55社中、黒字
企業は21社で黒字企業比率は38.1％。純
売上高は、対前年同月比で93.2％と減少。

売上高総利益率は54.5％で対前年同月比
101.3％とやや改善。売上高経常利益率は
1.8％で対前年同月比46.1％と前年より悪
化。経常利益金額は、対前年同月比43.9％
で売上高とともに減少。
【運輸・郵便業】調査対象企業180社中、黒
字企業は92社で黒字企業比率は51.1％。
純売上高は、対前年同月比で99.5％とやや
減少。売上高総利益率は26.7％で対前年
同月比102.2％、売上高経常利益率は2.9％
で対前年同月比93.5％と減少。経常利益額
は対前年同月比91.5％で売上高の減少とと
もに経常利益額も減少。
【卸売業】調査対象企業532社中、黒字企業
は285社で黒字企業比率は53.5％。純売上
高は、対前年同月比で96.5％と減少。売上
高総利益率は17.5％で対前年同月比101.7
％と増加。売上高経常利益率は1.5％で対

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

前年同月比83.3％とやや減少。経常利益額
も対前年同月比78.6％と減少。
【小売業】調査対象企業513社中、黒字企業
は221社で黒字企業比率は43.0％。純売上
高は、対前年同月比で96.5％と減少。売上
高総利益率は29.1％で対前年同月比101.0
％とやや増加。売上高経常利益率は、1.1％
で対前年同月比61.1％。経常利益額も対前
年同月比61.3％と前年を割り込んでいる。
【飲食・宿泊業】調査対象企業154社中、黒
字企業は60社で黒字企業比率は38.9％。
純売上高は対前年同月比で96.2％と減少。
売上高総利益率は60.9％で対前年同月比
99.3％。売上高経常利益率は1.7％で対前
年同月比73.9％と減少。こちらも経常利益額
は、対前年同月比71.1％と前年を割り込ん
でいる。
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成長期待企業
の
イチオシ！

産業機械・金属部品

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

金属のオーダーメードや
クラウドファンディングなど
新たな発想で金属加工市場を広げる

株式会社サキノ精機

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。

産業機械やそこに組み込まれる機
械部品の製造を手掛けています。最大
の強みは、設計から製造、組立、据え付
けまでの工程を全て請け負える一貫生
産体制を敷いていること。
「 図面の通り
100%正確に作るのは当たり前。
当社で
は心に響く120%の品質を目指していま
す」
と、
昨年34歳で4代目社長に就任し
た﨑野雄生さん。
創業90年で培ったノウ
ハウを生かした丁寧なものづくりへの思
いを語ります。
「世界に通用する会社になりたい」
と、
新しい発想でさまざまな挑戦を続ける﨑

若い技術者が生き生きと働く現場

野社長。
その一つが「エスキノ」ブランド
での金属のオーダーメードです。単身者

派遣代だけでも大きな費用になり、
お客

向けマンション用に特化したシステムキッ

さまは困られています。
メンテナンスを入

チンでは、
デザイン性を高めながらシン

り口に新たな加工依頼を頂くなど新たな

プルに機能を削ぎ落とし低価格化を実

取引にもつながっています」

現しました。近年は、
工作機械の延命化

強い企業体質をつくるためには人材

のニーズに応え、修理部品を作り、交換

育成が要と考え、
３S（整理、
整頓、
清掃）

するメンテナンス事業にも注力しています。

活動に力を入れ、
全社員で毎朝15分の

「東京のメーカーに注文すると技術者の

清掃活動を行っています。毎月1回の勉
強会を欠かさず、技能伝承のために60
代、70代の技能者も積極的に採用して
います。
﨑野社長が次に考えているのが、
DIY
ファンのために溶接などの金属加工がで
きるスペースを開放するメタルチャレンジ
事業。
クラウドファンディングでの資金調
達を予定しており、
「新たなチャレンジを
続けることは、
社員の成長にもつながると

「エスキノ」ブランドでは一品一様のものづくりを行う

◎株式会社サキノ精機の
産業機械・金属部品

株式会社サキノ精機／所在地：明石市大久保町江井島844／代表取締役社長：﨑野雄生
事業内容：金属加工業
078-946-2255／
http://sakino.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
「成長期待企業のイチオシ！」
に登場するサキノ精機の
﨑野雄生社長は積極的に異業種交流の場に出掛け、
先輩経営者からどん欲に学んでいます。営業、人材教
育、
資金調達の手法もしかり。
若さを最大限に生かした
「いいとこどり」
の経営で失敗の確率を抑えています。
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思います」
と期待を寄せています。
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