設備投資や更新をしたいが
金融機関の融資枠、信用保証協会の保証枠を残したい
そのご要望にお応えできるのが
安心・安全な公的機関が実施する完全別枠の

「設備貸与（割賦販売・リース）制度」です！
100万円〜
1億円（税込）
までの設備・車両

連帯保証人
・
担保不要（原則）

7年以内の
返済期間

（据置期間6カ月）

※残存耐用年数のある機械金属加工設備のみ｢中古｣を対象とします。
※法人の場合は代表者の個人保証が必要となります。また、審査等の結果によっては別途、担保等が
必要になる場合や、ご希望に添えない場合があります。
【平成24年 4月1日現在】

割賦制度
1.50％

返済期間７年以内の 5 段階長期固定損料 ( 金 利 / 年 ) です。
適用損料は申請企業の経営状況等により決定します。【年利】

1.75％

2.00％

2.25％

2.50％

※当初に10％の保証金が必要です。

リース制度
3年
4年

設備の耐用年数に応じた3〜7年のリース期間です。適用料
率は申請企業の経営状況等により決定します。【月額リース料率】

2.943 〜 2.996％
2.248 〜 2.302％

5年
6年

1.826〜 1.875％
1.549〜 1.596％

7年

1.351〜 1.395％

※設備によってはリース制度の対象とならない場合があります。
※所有権移転外ファイナンスリースとなります。

対象設備（一部抜粋例）

●機械金属及び関連加工機械（5面加工機/横中ぐり盤/ホブ盤/マシニングセンタ/旋盤/研削盤/レ
ーザー加工機/プレス機/射出成形機/ダイカストマシン/溶接機/三次元測定器/CAD・CAM・天井ク
レーン） ●食品・菓子・飲料等製造機械 ●木工加工機械 ●エネルギー設備（キュービクル/ボイ
ラー/蓄電ユニット/太陽光ユニット/冷凍冷蔵設備） ●自社業務用車両（バス・トラック・トレーラーヘ
ッド・冷凍冷蔵車・パッカー車・ワンボックスカー） ●建設機械（油圧ショベル・クレーン） ●印刷機械
●厨房機器・プラント ※ただし、車両・建設機械・厨房機械等は割賦制度のみ
※上記以外でも汎用機・専用機を問わず、
機械設備全般が対象となりますので事前にご相談ください。

自動車NOx・PM法に対応した制度もあります。
問い合わせ先

公益財団法人ひょうご産業活性化センター 事業推進部
TEL：078-230-8801 FAX：078-230-8391

設備投資支援室

今月の支援メニュー
新連携

元気企業
訪問
小倉サンダイン
株式会社

住宅メーカーと連携
樹脂サッシを用いて
新たな基準の
省エネ住宅の普及を

西日本から関東で新基準の
省エネ住宅を提案

工法の性能を高め、
採用してもらうこと
で、
その土地の気候風土に合った住
宅が提案できる」
と考え、神戸市に本
社を置くヤマト住建株式会社に声を
掛けました。
同社にとっても、大手メー
カー以上の高性能住宅を開発費用を
掛けることなく自社で打ち出せることに
大きなメリットを感じたようで、
連携への
賛同が得られました。

も効果的に断熱できるのです」
と川崎
厚志社長は力説します。
同社は創業以来主に化学品と建
築用資材の販売を手掛けてきました。

連携を生かした営業戦略で
販売実績を伸ばす

現在、
国内の多くの住宅でサッシに
はアルミが使われていますが、小倉サ
ンダインが扱う樹脂サッシは、
アルミの
代わりにＰＶＣを用いています。
PVCの
熱伝導率はアルミの約1000分の1。
「夏場の熱の71％は窓から入り、冬の
暖房時には48％が窓から逃げてしま
います。窓を樹脂サッシにするだけで

従来事業を融合させた新たな事業と
して着目したのが樹脂サッシでした。
と
ころが、
ビルダーへ提案しても、
なかな
か導入してはもらえません。
そこで、
国
土交通省が定める「次世代省エネ基
準」を満たす省エネ工法として外断熱
工法とパッケージ化し、
性能型式認定
を取得。
住宅の購入者が各種の優遇
制度が受けられ、
しかもビルダーが省
エネ性能を高められる工法と資材を
提供するビジネスモデル（OSD工法と
命名）を思い付きました。

助金を使ってモデルハウスで住宅性
能を検証。断熱効果などを公的第三
者機関として専門性の高い京都府立
大学の研究室に依頼したところ、
1.61
というQ値（熱損失係数のことで、値
が小さいほど断熱性が高い）が測定
され、性能の高さを実証しました。
ヤマ
ト住建ではこの企画を「スーパーエネ
ージュ」
として新たにブランド化し、今
年度は既に4棟を受注したといいます。
OSD工法は施主、
ビルダーを問わ
ず誰でも使えるオープン工法で、1棟

ヤマト住建では、小倉サンダインが
開発した工法を採り入れた住宅を商
品化し、2010（平成22）年、11（同
23）年と2年連続で日本地域開発セ

だけでも採用できます。課題は「いか
に全国の地域ビルダーと組んで広げ
ていけるか」
と川崎社長は話します。
現在、
大手の省エネ性能は次世代

ンターが実施する「ハウス・オブ・ザ・
イヤー・イン・エレク

省エネ基準（Q値2.7以下）
ぎりぎり。
こ

トリック」の優秀賞、
特別賞・地域賞を
受賞。西日本では
大手以外の受賞
は初めてで、一気
に業界やエンドユ

そのころ、
ひょうご産業活性化センタ
ーが「新連携」の支援事業に取り組

ーザーでの評価も
高まりました。
一方、
小倉サンダインは
今春、
「新連携」

んでいることを知りました。
「地域に密
着した住宅メーカーと手を組んでOSD

認定によって活用
することができる補

モデルルームで打ち合わせをする川崎社長（右から2人目）と
ヤマト住建の西津昌廣社長（右端）
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今月の支援メニュー
新連携

れは1999（平成11）年制定の基準
で、既に旧基準並み。
「新連携」で実

（安全で健康）
ことも提唱しています。
現在、
国土交通省では、
2020年を

証した性能で販路開拓を狙います。
ま
た、住宅断熱が健康改善に大きく寄
与するというデータがあり、人に優しい

目途に現在の次世代省エネ基準のハ
ードルを高めた上で義務付けを行う
方針を固めており、
追い風となりそうで

会社概要
小倉サンダイン株式会社

所在地 神戸市中央区浪花町59
代表取締役社長 川崎厚志
事業内容 ゴム配合薬品・建築資材・省エネ住宅用資材の販売

す。
「この省エネ住宅は地球に優しく、
人に優しく、
さらに住宅そのものの長寿
命化につながります。
ユーザー視点で
住宅業界に風穴を開けたい」
と意気
込んでいます。

TEL 078-332-2101
FAX 078-332-2629
URL http://www.ogura-sundine.com/

支援メニュー講座

新連携

異業種との連携による新商品・新サービスの開発・市場化等
をお考えの中小企業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
制度概要
新連携とは、事業分野を異にする中小企業者が連携し、その経営資源を組み合わせて新事業活動を行う
ことにより、新たな事業分野の開拓を目指す取り組みです。
ひょうご産業活性化センターにおいて、
（独）中小企業基盤整備機構近畿支部が実施する出張相談を開催
しています。
（原則：第２・４火曜日 詳細はひょうご産業活性化センターホームページ（http://web.hyogoiic.ne.jp/）でご確認の上、電話にてご予約ください）

メリット
◦新連携制度の詳しい内容や対象の要件、支援などの詳細をご説明します。
◦ビジネスプランづくりのアドバイスや、事業性等の評価をします。
◦連携体の運営方法（規約作成、工程管理など）のアドバイスをします。
◦申請書の各型なども含め、認定までのプロセスを細やかにサポートします。
◦市場調査のアドバイスや販路開拓のサポートを行います。
◦法認定に基づく支援措置（補助金、融資、信用保証など）が用意されています。

問い合わせは ひょうご産業活性化センター総合相談ナビゲーター
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078-230-8149

CALENDER
夏のビッグイベント２０１２
「創業・経営セミナー」 参加者募集
“
「勘定」
×
「感情」
”で考える、
これからのビジネスモデル
人間は勘定と感情の二面を持つ「かんじょう」の動
物です。
ご当地ファンドやＣＳＲ投信、
1ピース欠けたケ
ーキがヒットする時代です。
品質や機能が優れていて
も社会性・公共性が感じられない商品では顧客の支
持が得られなくなりました。
逆に顧客にとって経済メリッ
トが乏しくても情緒的満足が高ければ購買につながり
ます。本セミナーでは、感情訴求の好事例を通し、成
功するビジネスモデルの条件を探ります。
【日 時】8月22日(水)13:00～14:45
【会 場】ホテルオークラ神戸 １階 松風Ⅱの間
【講 師】甲斐良隆氏(関西学院大学 経営戦略研
究科 研究科長・教授)
【参加費】無料
【定 員】100人（定員になり次第締め切ります）
【応募締め切り】8月15日(水)
【申込方法】下記HPより参加申込書をダウンロードし、
郵送またはＦＡＸにてお申し込みください。
http://web.hyogo-iic.ne.jp/event/page_50610.html
【問い合わせ・申し込み先】
ひょうご産業活性化センター 経営強化部 総合支援課
078-291-8508
078-291-8190

ビジネスマッチングに関心のある投資家、金融機
関、一般企業などの皆さまのご来場をお待ちしてい
ます。
【日 時】10月2日（火）13:00～17:00（予定）
10月3日（水）13:00～17:00（予定）
【会 場】ひょうご産業活性化センター
（神戸市中央
区雲井通5-3-1 サンパル）
プレゼン会場：
（7F）
ビジネスプラザひょうごホール
商 談 会 場：
（6F）相談コーナー
【参加費】無料
【申込方法】下記HPより参加申込書をダウンロードし、
ＦＡＸ等でお申し込み下さい。
http://web.hyogo-iic.ne.jp/event/page_7655.html
【問い合わせ・申し込み先】
ひょうごチャレンジプロジェクト運営委員会事務局
（ひょうご産業活性化センター 経営強化部 新事
業課内）
078-230-8110
078-230-8165

2012（前期）
ひょうご・神戸
チャレンジマーケットのご案内
応募企業の中から、審査により選ばれた12社（予
定）が、投融資や販路開拓などを目的としたプレゼ
ンテーションを行います。各企業との商談時間も設け
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。

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

平成24年4月の県下中小企業の業績動
利益率は3.8％、対前年同月比75.6％となっ 94.6％でこちらはほぼ前年並み。経常利益
向は次のとおりである。調査対象企業4,762 ており、前年を少し下回っている。
率は、3.2％となっており、前年比89.3％で
社のうち黒字企業は2,587社であり、黒字企 【建設業】調査対象企業803社中、黒字企
建設業と同様に前年から下げている。ただ
業比率は54.3%となっている。全産業の売 業は359社で黒字企業比率は44.7％であ いずれの業種も平均して黒字であり、経常
上高は対前月比で101.2％、対前年同月比 る。売上高は対前年同月比94.2％となって 利益率の前年比に対する減少も金額的には
で103.6％となっている。これを業種別に見 おり前年より少し下げている。売上高総利益
大きな金額ではない。
ると、製造業、卸売・小売・飲食店、不動産 率は対前年同月比85.5％、経常利益率は 【不動産業】調査対象企業279社中、黒字企
業、サービス業が対前年同月比100％を上
43.3％で前年と比較して下げている。
業は152社で黒字企業比率は54.4％である。
回っている。建設業、運輸・通信業は、前年 【製造業】調査対象企業891社中、黒字企
売上高は対前年同月比123.7％、売上高総
を下回っている。
業は502社で黒字企業比率は56.3％であ 利益率は、対前年同月比93.2％、経常利益
また 、全 産 業 の 売 上 高 総 利 益 率 は る。売上高は対前年同月比104.1％、利益 率は189.1％となっている。こちらは、売上高、
25.1%、対前年同月比93.7％、売上高経常 率は、売上高総利益率が、対前年同月比 利益率とも前年と比較して好調であった。
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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
▶場所：第1～3部 北
 播磨おいしんぼ館（神戸市中央区元町通

「ローコスト創業のススメ
（セミナー）」
のご案内
できるだけ費用を抑え、効率よく事業を軌道に乗せる
ための運営方法について学びます。
これから起業する方
にも、長年事業を継続されてきた方にも参考になるセミ
ナーです。
▶日時：8月9日（木）18：30～20：30
▶場所：神戸国際会館 901会議室
（神戸市中央区御幸通8-1-6）
▶講師：梛野季之氏（中央会計（株）取締役専務）ほか
▶定員：約50人（先着順）
▶問い合わせ・申し込み先：
下記ＵＲＬよりお申し込みください。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/hnmsk/24seminar1.html
兵庫ニューメディア推進協議会事務局
（兵庫県産業労働部新産業情報課内）
078-362-4466

北播磨ご当地グルメ試食会
参加者募集
神戸元町６丁目商店街の空き店舗を活用した「北播
磨おいしんぼ館」
。
北播磨で話題のグルメをご試食して
いただきます。
▶日時：
第1部 8月7日（火）13：00～15：00（ご当地グルメ試食会）
第2部 8月10日（金）14：00～15：30（おいしんぼ館スイーツ試食会）
第3部 8月23日（木）14：00～15：30（山田錦スイーツ試食会）
第4部 8月28日（火）13：30～16：00（北播磨スイーツ･グルメ試食会）
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▶参加費：無料
▶定員：第1～3部各10人 第4部 50人
▶応募方法：北播磨おいしんぼ館2階の応募箱に投函していただくか、
必要事項を記載の上、
ハガキ、
ＦＡＸ、
Ｅ-mail（info@kita-harima.jp）
でご応募ください。
▶応募締め切り：各開催日の10日前必着（応募多数の場合は抽選）
▶問い合わせ先：北播磨魅力情報発信事業実行委員会
北播磨広域観光協議会
（事務局 加東市社字西柿1075-2 北播磨県民局地域振興課内）
0795-42-9447

0795-42-7535

http://www.kita-harima.jp/modules/news/index.php?storytopic=3

▶参加費：無料

078-362-9189

6-3-18 元町6丁目商店街）
第4部 旧玉置家住宅（三木市本町2-2-17）

「低炭素社会を実現する新エネルギー
（講演会）」
のご案内
新エネルギー関連産業の現状と未来技術の展開を
考えるため、
「国・兵庫県・尼崎市の取り組み現状と今
後の展開」
と題した講演会を開催します。
▶日時：8月24日（金）13：30～17：00
▶場所：尼崎リサーチ・インキュベーションセンター 2階 小ホール
（尼崎市道意町7-1-3）
▶参加費：無料
▶定員：60人
▶問い合わせ・申し込み先：
下記ＵＲＬにて詳細をご確認の上、
お申し込みください。
http://www.ampi.or.jp/
（一財）近畿高エネルギー加工技術研究所 ものづくり支援センター
技術支援部
06-6412-7736

健康アトランダム

大腸がん検診について
1．
はじめに
近年大腸がんが増加傾向にあるといわれています。
「胃がんは国民病みたいなもので、
昔から多いのは分か
る。
最近肺がんや女性の乳がんが増えてきているのも聞
いたことがある。
でも大腸がんなんてあまり聞いたことが
ない・
・
・」
と思われる方も多いのではないでしょうか。
そうなのです。大腸がんは増えています。
そんなわけ
で、
今回は大腸がん検診の話を（ちなみに「大腸」はい
くつかの部分の名称に分かれているため、
ここでは「結
腸」
「直腸」を合わせたものを大腸とします）
。

2．
大腸がんの死亡率
まずはグラフを見てください（1）。
部位別悪性新生物に
よる死亡率の年次推移です。男性では肺がんがトップ
です。
胃がんは最近横ばいで、大腸がんが増えている
のが分かります。肝臓がんは増加傾向にありましたが、
近年横ばいです（図1）
。女性では、大腸がんがトップで
す。
そして肺がん、
胃がん、
乳がんの順です。
やはり大腸
がんが増えていたのです（図2）
。

兵庫県健康財団

熊谷 仁人

かあったら病院を受診するから」
というのがあります（4）
が、
前述のように、
そのときは80％近くが進行がんになっ
ているのです。2）の精密検査を受けないことは論外で
す。
3）の再度便潜血を行って、
もし陰性であっても最初
の陽性を無視しても良いことにはなりません。
病変からの
出血が時々ある場合もチェックするため2回の検査を行
っているので、3回目4回目が陰性でも出血の疑いは消
えません。

5．
おわりに
近年大腸がんが増えています。
症状が出て病院を受
診してもその多くが進行がんになっています。早期がん
の状態で発見するために検診を受けることが重要な第
一歩なのです。
参考文献
(1) 厚生統計協会「国民衛生の動向2011/12」
(2) 国立がん研究センターがん対策情報センター
「全国がん罹患モニ
タリング集計2000-2002年生存率報告」
(3) 厚生労働省「大腸がん集団検診の組織化に関する研究」
(4) 内閣府「がん対策に関する世論調査」2009

3．
大腸がんの5年生存率
治療後、
ある一定の期間転移も再発もなければ治癒
したものと考えてよい指標として5年生存率があります。
上皮内がん、粘膜がんを除いた大腸がんでは、
「限局」
（原発臓器に限局）94.8％、
「 領域」
（ 所属リンパ節転
移または隣接臓器に浸潤）63.4％、
「遠隔」
（遠隔臓器、
遠隔リンパ節などに転移・浸潤）11.0％となっていて（2）、
がんが限局していることすなわち早期発見が治癒のた
めに重要です。
また発見時の早期がんの割合は検診で
は60％ですが、症状を訴えて病院で見つかったもので
は21％（3）であり、症状のないときに検診で見つけること
が大切です。進行がんよりも早期がんのほうが身体へ
の影響が小さくて済む治療であるのは他のがんと同じで
す。

保健検診センター所長

（図 1）
悪性新生物の死亡率
（男、人口10万対）
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（図 2）
悪性新生物の死亡率
（女、
人口10万対）
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4．
大腸がん検診の種類
現在大腸がん検診は便潜血検査（2回）で行います。
それで陽性のとき、大腸内視鏡検査を行うことになりま
す。
問題は、
1）検診の受診率が低いこと、2）検診で陽
性の結果が出ても精密検査を受けないこと、
3）検診で
陽性の場合医療機関で再度便潜血検査を受けようとす
ることです。
他のがん検診同様検診受診率は低く、
30％に達して
いないものがほとんどです。検診を受けない理由に「何
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公益財団法人 兵庫県健康財団
〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町 2-1-12
078-579-3400
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兵庫県信用保証協会かわら版

News form CGCH

兵庫県制度「経営活性化資金保証」のご案内
兵庫県制度「経営活性化資金保証」は、
中小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と
した、
担保に依存しない金融機関との提携保証です。
個人事業者の方も対象となりますので、
積極的にご利
用ください。

対象となる方

資金使途

兵庫県内に事業所を有し、金融機関および当協会が定めた審査基準に該当し、次のすべての要
件に該当する中小企業者（組合は除く）
①兵庫県内で引き続き1年以上同一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税務署の受付印がある保証申込直前期（12か月分）の決算書を提出できること（個人事業主
は青色申告者に限る）
④取扱金融機関と1年以上の与信取引があること
運転資金または設備資金
5,000万円以内（運転資金のみの場合は3,000万円以内）

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）既存の経営活性化資金保証の残高との合計で5,000万円（運転のみ3,000万円）以内とします。
（注3）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2分の1以内とします。

保証期間

運転資金のみの場合
設備資金（運転・設備資金を含む）の場合

返済方法

元金均等分割返済

貸付利率

金融機関所定利率

担保
連帯保証人

3年以内（据置なし）
5年以内（据置6か月以内）

不要
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）

保証料率

責任共有保証料率
区

分

貸借対照表あり

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

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

取扱金融機関

1.15％

りそな銀行、三井住友銀行、但馬銀行、池田泉州銀行、四国銀行、みなと銀行、
トマト銀行、大正銀行、徳島銀行、関西アーバン銀行、神戸信用金庫、日新信用金庫、
中兵庫信用金庫、播州信用金庫、兵庫信用金庫、西兵庫信用金庫、姫路信用金庫、
尼崎信用金庫、但陽信用金庫、淡路信用金庫、兵庫県信用組合、淡陽信用組合（順不同）
※本保証は当協会と金融機関との提携保証です。申込みのご相談等につきましては、取扱金融機関にお申し出くだ
さい。

※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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ケーススタディ

こんな時どうする？
ひょうご産業活性化センターの相談員があなたの「困った」にお答えします

地域活性化のために農業生産物を加工した新商品をつく
り地域の名産品として販売するこ
とを考えています。
こうしたことを支援する制度について知りたいです。
特に農商工連携と６次産
業化の違いを教えてください。

ひょうご産業活性化センター

プロジェクトマネージャー

農林水産の1次産業を基盤として新たな加工や販売
の要素を取り入れた事業を6次産業と呼びます。
これは
１次産業に2次産業、3次産業をかけ合わせた事業で1
×２×３＝６ということで東京大学名誉教授の今村奈良
臣氏が名付けました。
例えば、
米を米のままで販売する１次産業だけでは競
争力が弱く価格低下への抵抗が困難です。
そこで２次
の加工を取り入れて「おにぎり」にして販売する。
これで
付加価値が付きます。
コンビニで売っている100円のお
にぎりの原材料費は30円以下ですので大雑把にいえ
ば差額70円が付加価値です。
また、
これに３次産業の
販売・サービスの要素を入れて農家レストランに食べに
来てもらう。
おにぎりと他の食材を組み合わせて800円の
ランチで売り、
別途にお土産も買ってもらうのです。
このように付加価値を高めることを目的とした事業化
が６次産業化です。
ここで１次産業者が単独で６次産業化事業を行う場
合と、
他の商工業者の力を得て、
連携して行う場合があ
ります。
後者を農商工連携と呼びます。
つまり、農商工連
携は６次産業化の一部というわけです。
これを支援する国の施策として、経済産業省が主導
する「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活
動の促進に関する法律」
（農商工連携法）
と、
農林水産
省の「地域資源を活用した農林漁業者等による新事
業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関す
る法律」
（６次産業化法）があります。共通点は両者とも
に「事業計画」を認定して、
その後に認定者だけが応募
できる補助金や融資制度などの支援を受ける資格がで
きるという二段階式の支援策であることです。支援を受
けるには、
まず事業計画を支援機関に相談しながら策
定する必要があります。
その事業計画が法の要件をクリ
アすれば認定され、支援策を申し込む資格ができます。
相違点は、
農商工連携法は連携事業でないと応募でき
ませんが、
６次産業化法は単独事業でも農商工連携事
業でも、
どちらでも応募できる（農林漁業者のみが申請
資格を持ち商工業者は促進事業者として補助的な役

光井 将宇

割をする形です）点です。
補助金は用途制限があるのですが、農商工連携法
は主に展示会出展費用などのソフトで、
６次産業化法は
生産設備等のハードが対象という違いがあります。
さて、
この国の支援策は事業計画の完成が必要です
が、事業計画を完成させるためには、原価計算と見込
み顧客の予想が必須です。
それで、
既に試作品程度は
できていて、顧客の意見を聞いた段階でなければ認定
されません。
しかし、
そのための試作品作成やマーケティ
ング調査に対する支援の要望が増大しました。
そこで、
兵庫県が設置したのが「ひょうご農商工連携ファンド事
業」です。
これは、
補助金制度であり、
アイデア段階の事
業案を申請するものです。
ファンド事業で試作品を作り、
マーケティング調査を行った上で事業計画を作り、
国の
制度を申請するわけです。
これらの３制度は全て活用することができます。
どれか
を使ったので、
他は使えないということはありません。
しかし、認定等の基準は別途あり、
それは事業ごとに
個別に異なるものですので、
まずは専門家にご相談くだ
さい。
問い合わせ先は下記です。
「ひょうご農商工連携ファンド事業」

問い合わせ先：ひょうご産業活性化センター
神戸市中央区雲井通5-3-1 サンパル6階
078-230-8110
078-230-8165
shinjigyo@staff.hyogo-iic.ne.jp

「農商工連携法」

問い合わせ先：中小企業基盤整備機構近畿支部
大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル１１階
06-6910-3865
kink78@smrj.go.jp

「６次産業化法」

問い合わせ先：ひょうごの美味し風土拡大協議会
神戸市中央区下山手通５-10-１
兵庫県庁（1号館6階）消費流通課内
078-362-3442（直通）
shohiryutsu_07@pref.hyogo.lg.jp

ひょうご産業活性化センターでは無料の特別相談を実施しています。詳しくは総合相談窓口へ。 TEL 078-230-8149
JUMP 9

英語を自然に学び
社会貢献活動にも参加
国際的に通用する人材を養成

成長期待企業
の
イチオシ！

舞台を通じた自己表現の場

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

金曜日の夜、西宮市内のスタジオに

し、
複合的な支援を実施。
頑張る企業が誇

40人ほどの生徒たちが集まってきました。

ユースシアタージャパンが提供する

る製品を紹介します。

ストレッチにじっくり30分以上の時間をか
けてからダンスの振り付けのレッスンが始
まります。
「ここで学びたい」
という思いか
らか、
子どもたちの表情は皆生き生きとし
ています。
「舞台での発表を通して自分を成長さ

生き生きとレッスンに臨む子どもたち

せる機会を子どもたちに与える」
。
欧米で
はそのような活動を推進する機関として、

の機会が与えられているミュージカルや

ユースシアターと呼ばれる団体があり、
そ

コンサートの本番に向け、
あいさつから

の多くが企業、
自治体、教育機関から支

呼吸法、
発声法、
ダンスや歌の基礎を学

援を受け、
地域に根付いた活動を行って

びます。舞台の発表はほとんどが英語。

います。
その日本版として2008（平成20）

教師も多くの外国人が在籍し、
英語だけ

年に誕生したのがユースシアタージャパン

で話すレッスンも多いそうです。
また、
東日
本大震災のチャリティコンサートなど社会

（YTJ）です。
YTJの目的はプロのダンサーや俳優

貢献活動にも積極的に取り組むほか海

の養成を目指すことではなく
「自分らしさ

外公演も多く、
8月4日には日中国交正常

を表現する力を身に付けること」
と広報

化40周年を記念した上海公演にも臨み

部長の山田貴史さん。生徒全員に出演

ます。
「国際的に通用する人を育てたい」
と山田さんは話します。
活動は企業からの協賛によ
って支えられており、
レッスンに
要する費用は無料。
オーディショ
ンには毎回1000人を超える子
どもたちが応募してくるそうです。
現在は、神戸や川西など県内
外に5つのスタジオを開設してお
り、
今後もニーズに応じて増やし

大舞台での発表の経験が子どもたちの自信につながっています

◎ユースシアタージャパンが提供する
舞台を通じた自己表現の場

ユースシアタージャパン ／所在地：西宮市南昭和町1-3／代表：西島和彦
事業内容：各種レッスン提供、舞台・イベント制作
0798-61-7778／
http://www.ytj.gr.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
元気企業訪問に登場する小倉サンダイン。
川崎社長は自ら
「樹脂サッシの伝道師」
と名乗っています。
「関西における
樹脂サッシ普及率を何とか2桁に持っていきたい」
と語り、
取材中も熱い思いがひしひし伝わってきました。
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ていく計画です。
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