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　当財団では、相談員が市内企業の皆様を直接訪問し、経営力向上、技術開発、販路開拓、人材育成、資金
調達、特許等についての各種課題をお伺いしています。
　それぞれの課題については、当財団が連携する各種支援機関（明石テクノネットワークや中小企業支援
ネットひょうご）に繋ぎ、専門家による適切なアドバイスやご提案をさせていただきます。お気軽にご連絡
ください。

～幅広い支援機関との連携で経営課題の解決に、アドバイスやご提案を行います～

企業訪問に関するお問い合わせは、明石市産業振興財団 企業支援係まで。

TE L：078-936-7917
FAX：078-936-7916
E-mail：info@aicc.or.jp
（件名に「問合」と入れてください）

経営のことなら明石市産業振興財団へ―相談員が貴社に伺います

明石市産業振興財団明石商工会議所明石工業高等専門学校

【明石市産業振興財団 連携支援機関】� ＊印：明石テクノネットワーク構成機関

主に技術関係 主に経営関係
①明石工業高等専門学校　＊ ①明石市�産業振興部　＊
②技術者集団ACT135明石　＊ ②明石商工会議所　＊
③ポリテクセンター加古川　＊ ③ひょうご産業活性化センター　＊
④加古川市ものづくり支援センター ④兵庫県発明協会　＊
⑤神戸市産業振興財団 ⑤日本政策金融公庫�明石支店　＊
⑥兵庫県立工業技術センター　＊ ⑥神戸学院大学　＊
⑦兵庫県立大学産学連携・研究推進機構　＊ ⑦兵庫県信用保証協会
⑧神戸大学連携創造本部　＊ ⑧兵庫県中小企業団体中央会
⑨新産業創造研究機構（NIRO）�＊ ⑨兵庫工業会
⑩近畿高エネルギー加工技術研究所（AMPI） ⑩兵庫県商工会連合会
⑪ひょうご科学技術協会 ⑪尼崎地域産業活性化機構
⑫兵庫県立ものづくり大学校 ⑫兵庫県雇用開発協会
⑬兵庫県東播磨県民局県民課（ものづくり産業担当）�＊ ⑬兵庫県勤労福祉協会
⑭情報通信研究機構　未来ICT研究所　＊ ⑭兵庫県職業能力開発協会
⑮ポリテクセンター兵庫



慶應MCC　ライブ中継講座　明石夕
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学
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サテライト　後期プログラムスタート！

平成28年10月から後期プログラムが開講します。
今回の講師陣も、皆様にすばらしい時間を届けてくれることでしょう。

社内研修の一環・自己啓発として、ぜひお役立てください。ご参加をお待ちしております！！

10/4. 火 金井�壽宏 神戸大学大学院経営学研究科�教授 「私のリーダーシップ研究の旅」

10/5. 水 夏野�剛 慶應義塾大学大学院政策・メディア
研究科�特別招聘教授 「変えること、変わることを恐れてはいけない！」

10/11. 火 井上�章一 国際日本文化研究センター�教授 「京都ぎらいの関西論」

10/17. 月 平井�正修 全生庵�第七世住職、日本大学客員教授 「坐禅で作る�しなやかな心」
※休館日ですが開催します（北側正面入口より入館下さい）

10/27. 木 森本�あんり 国際基督教大学�人文科学デパートメン
ト教授（哲学・宗教学）・学務副学長 「オバマとトランプ：反知性主義とアメリカの宿命」

11/1. 火 廣瀬�俊朗 元ラグビー日本代表主将 「進化を楽しむ」
11/11. 金 松尾�睦 北海道大学大学院経済学研究科�教授 「マネジャーになる・育てる：仕事の作り方、与え方」

11/15. 火 小川�和久 静岡県立大学特任教授、NPO法人�国
際変動研究所理事長、軍事アナリスト 「国際水準から見た日本の危機管理」

11/18. 金 早野�透 元朝日新聞コラムニスト、桜美林大学
名誉教授 「わたしの田中角栄論」

12/2. 金 池尾�和人 慶應義塾大学経済学部�教授 「異次元緩和と財政ファイナンス」

12/8. 木 向谷�実 音楽プロデューサー、株式会社音楽館�
代表取締役 「好きなことをビジネスに変える～音楽と鉄道がいっぱい～」

12/13. 火 柳家�花緑 落語家 「笑いと感謝、いま大切におもうこと。」
1/12. 木 志賀�俊之 日産自動車株式会社�取締役副会長 「日産：変革を支えるレジリエントオーガニゼーション」
1/17. 火 清水�聰 慶應義塾大学商学部�教授 「新たな顧客マネジメント～循環型マーケティングの提案～」

1/24. 火 田口�佳史 東洋思想研究家、株式会社イメージ
プラン�代表取締役社長 「人生は噛みしめるように生きる」

8月31日現在の予定です。都合により変更になる場合があります。

国際フロンティア産業メッセ2016が開催されました

　“次世代を創生する技術の結集”をテーマに、“国際フロンティア産
業メッセ2016”が9月8日（木）、9日（金）の2日間、神戸市中央区
の神戸国際展示場1・2号館で開催されました。
　（健康・医療特別展示は11日まで3号館で開催）

　16回目を迎えたこのメッセは、企業や大学・研究機関による先端技術の
紹介や新事業創出の基盤となる製品展示を中心に、技術交流・ビジネスマッ
チングを進める場として成長・発展し、過去最大の出展者数481社・団体
（541小間）が出展しました。
　明石市内所在の企業・機関では次の20社が出展し、市内企業の技術力等を
広く発信していました。

明石工業高等専門学校、アント、生野、川崎重工業、サキノ精機、サンテック、水登社、第一化学、
田代鉄工所、テクノシンセイ、テクノツリー、日新信用金庫、萩原林業、
ピーシーデザイン設計事務所、富士通特機コンポーネント、宮脇機械プラント、
情報通信研究機構未来ICT研究所、森合精機、ユーア化学研究所、ライオン（※50音順）



これからの講座・セミナーなどの開催予定

セミナー名等 テーマ（内容） 実施予定日

明石夕学サテライト
東京・丸の内シティキャンパスから社会人向け講演会を
ライブ中継　後期講座は10月～平成29年1月に15講演
※詳細は左頁をご覧ください。

10月～
平成29年1月

金融・経済セミナー（2回） ①最近の経済、金融ニュースを読み解く
②第1部：バランス運用を考える　第2部：リスクと上手な付き合い方

①10月21日
②10月28日

神戸学院大学公開セミナー 地域ブランドの恩恵と生活向上 11月10日
仮）新入社員フォローアップ
セミナー

新入社員等のフォローアップ研修
（中堅社員の方も、ご参加いただけます） 11月16日

神戸学院大学健康セミナー
【勤労福祉会館にて開催】

認知症について学ぼう 12月12日

※詳細は、HP（http://www.aicc.or.jp/）・広報あかし等で順次お知らせします。
申込・お問合は財団事務局へ  TEL078-936-7917　FAX078-936-7916　E-mail：info@aicc.or.jp

平成28年7月1日施行　中小企業等経営強化法

「経営力向上計画」策定は、自社経営見直しの絶好の機会

●中小企業のための『経営革新計画』『経営改善計画』『経営計画』それぞれの活用
　中小企業新事業活動促進法（現在、中小企業等経営強化法に改
正）の『経営革新計画』は、新製品開発や新生産方式、新事業活
動などの新しい取り組みが求められ、しかも、同じような取組み
が他社で行われていないなどの条件が付く。そのような取組は
そう考えられるものではない。また、リスクも大きい。計画認定
で、低利融資を受けられる等のメリットがあるが、普通に事業が
行えている企業は立てる必要は無い。
　次に『経営改善計画』は、借入金が多く返済ができなくなっ
たか、純資産がマイナスで債務超過になり金融機関融資を受け
られなくなった企業が、正常化に戻す計画を立てて取引金融機
関の同意を得る計画である。倒産の危機等非常に危険な状態に
陥った企業が立てる計画であるので、こちらも、普通に事業が行えている企業は立てる必要はない。では、普通の
企業が経営を良くしていくために作成する計画の適切なものがないのだろうか。『経営計画』がある。経営方針・
目標を立てて、自社を取巻く経営環境を分析し、その中から経営課題を見つけ、課題を解決する戦略を立てて、実
行計画を立てる。しかし、経営計画は、専門家の指導が無ければ計画を立てることも実行することも中小企業・小
規模企業にとっては難しい。

●新たな『経営力向上計画』を自社経営に生かそう
　本年7月1日より施行された中小企業等経営強化法に基づく『経営力向上計画』は、経営目標として「労働生産
性」「付加価値」「経常利益」等を挙げ、3～5年で目標を達成する計画である。具体的な計画作成方法も示され
ている。国の計画認定基準はあるがハードルは低い。施策の目的は、生産性の低い日本の企業、とりわけ、中小企
業・中小零細企業の生産性を上げることで、中小企業も生産性に関心を持っていただきたいとの意図がある。認定

を受けるメリットは認定設備の3年間の固定資産税の減税等で、
他の施策と比して大きな優遇措置はないが、企業にとって経営力
向上計画を作る意味は大きい。生産性向上等の目標を立てて、そ
れを実行する具体的な取り組みに展開することにより、日々の活
動と経営目標の繋がりが理解でき、経営が引き締まる。

〔今回の解説は…〕
経営革新等認定支援機関
正木経営コンサル事務所　代表
中小企業診断士　正木　博夫

経営計画 経営方針・目標、経営戦略と実行計画を
立てる。経営上の指針となる。

経営革新
計画

中小企業等経営強化法に基づくもの。新
製品開発や新生産方式、新事業活動等の
新たな取り組みについての計画。特定事
業テーマの取組を認定、優遇措置有

経営改善
計画

倒産等�非常に危険な状態に陥った企業
が、取引金融機関の同意を得るため作成
する、正常化に戻すための計画。

経営力
向上計画

中小企業等経営強化法に基づき、企業の
生産性向上を目的とする計画。経営目標
として「労働生産性」「付加価値」「経
常利益」等を挙げ、3～5年で目標を達
成する。幅広い取組を一括認定

専門家の
視  点



産業・経営関係の書籍�約1,000冊、DVD・ビデオ570本の視聴覚資料があります。
自己啓発・社内研修の教材として、ぜひご活用ください。（利用無料）

（「明石夕
せき

学
がく

サテライト」で中継された講師の著書も一部取り揃えています。）

心に火をつける創業者100人の言葉 市川　覚峯 人生を面白くする本物の教養 出口　治明
なぜ「女性起業」は男の10倍成功
するのか 後藤　勇人 7つの習慣－成功には原則があった！ スティーブン・

R・コヴィー

マンガでやさしくわかる起業 中野　裕哲
大舞　キリコ 経営者の心得 新　将命

ドラッカー理論で読み解く
成功する起業家の条件 安田　輝久 「儲かる」社長がやっている30のこと

－中小企業の経営力強化 小川　正人

“明石ものづくり企業紹介サイト”登録企業のご紹介

“明石ものづくり企業紹介サイト”は、明石市域内を中心に地域産業を牽引する企業の情報
を広く市内外に発信し、販路開拓や業務提携等にお役立ていただくために開設しています。

今回のご紹介は、新たにご登録いただいた、「株式会社一カク工業」様です。
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住所：兵庫県明石市大久保町八木423
TEL：（078）935-1231㈹
FAX：（078）934-0959
URL：http://ikkaku-industry.com/
創業：昭和48年3月8日　代表取締役：一
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　株式会社一カク工業は40有余年にわたるゴム業界、接
着業界、塗料業界の知識を基盤としユニークな商品〔接着
剤&コーティング剤〕を製造販売しております。
　これらの商品はあらゆる分野で形を変えて生活の中に溶
け込んでおります。化学の進歩とともにいろんなポリマー
が、いろんな素材が、生まれてきます。それにつれて新し
い接着剤が、新しいコーティング剤が要求されます。

　「小粒な会社でもユニークな商品を社会へ！！」
　この言葉を目標に深き人間信頼とたゆまざる技術開発に
情熱を注ぎ社会に貢献すべく日々努力致しております。

　顧客に喜んでもらえる製品づくりを目指して、日本接着学会、日
本ゴム協会、神戸ゴム科学研究会などの各種セミナーや技術講習会
への参加を積極的に行い、技術力の向上を図っております。

※株式会社一カク工業様HPより

品 質 方 針

顧客に喜んでもらえる
製品づくりを目指す。

情報ライブラリーのお知らせ産業交流センター3F


