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　平成 26 年度も、重点目標の実現に向け、「産業交流」「人材育成」「情報の収集・提供」「経営・技

術の相談・助言」の 4項目で計 40 事業を展開します。

　産学連携によるセミナーや実技講座、起業関連事業の充実に加え、新規事業として、販路開拓を

支援するため、展示会等への出展費用の一部を助成する「販路開拓助成」や経営者・幹部社員の事

業執行などの参考に資するための「経営トップセミナー」の開催を予定しています。

　産業振興財団では、2 月 6 日に理事会を開催し、理事 11 名（定員 12 名）の出席を得て、新年度事業や予

算の審議をいたしました。昨年 4月からスタートした一般財団法人として初めての事業計画、予算の審議で

あり、財団運営にあたっての貴重な意見が交わされました。

　業務執行理事からは、平成 25 年度の職務執

行の報告があり、財団設立 15 周年を記念して

開催した「元気あかし産業交流フェア 2013」と、

既存の事業充実に加え、重点事業である「課題

解決型企業訪問の強化」「新規事業者への支援」

「新分野への進出、新事業展開の支援」の実施

状況について説明がありました。

　財団としても平成 25 年度は、大きな節目の

初年度と位置づけ各種の事業に取り組んできま

した。この流れを 26 年度にも継続し、効率的

な運営と地域経済への幅広い支援活動に取り組

んでいきます。（詳細は、財団ホームページに

掲載しています。）

相談体制と起業支援の拡充など
平成 26 年度「事業計画と予算」を審議、決定

平成26年度 〈主な重点事業〉

1　企業訪問、経営相談体制の強化

2　起業・第二創業、経営革新に対する支援

3　貸館サービスの向上



「シーケンス制御の基礎を学ぶ」

中小企業・小規模事業者のための各種補助金　

　去る 1月 29日に第 5回目となる“ものづくり支援セミナー”

を開催し、企業や支援機関の関係者ら約 100 人超が参加しま

した。

　第 1部は、加賀電子会長の塚本勲氏が『やってみることか

らすべてが始まる～加賀電子創業者塚本勲のおこぜ流経営学

～』と題する基調講演がありました。

　1968 年に 2 人で 2 坪の事務所からスタート。無借金・無在

庫経営で創業 29 年後には東証 1 部に上場。現在はグループ

会社 50 社を擁し、連結売上高 2,100 億円、従業員 5 千人を超

える企業に育て上げた秘密を披露していただきました。

　資金がなくとも事業を行うファイトや取引先のニーズを的確に読み取るととも

に、御用聞きを重視し提案型姿勢で誠意ある対応を行うこと、「人を育たずば企業

伸びず」と従業員に新規事業へのチャレンジをさせ、たとえ失敗しても再チャレン

ジできる環境をつくり、社員を育て上げる大切さを説かれた内容でした。

　第 2 部の技術講演では、明石高専講師の稲積真哉氏による「地盤環境修復のため

の遮水技術」と県立工業技術センター次長の福地雄介氏による「3Dプリンタ（ラピッ

ドプロトタイピングマシン）の活用」がテーマで、どちらも時機を得た内容となり

ました。

※�講演会で参加者に配付された「おこぜ流経営学」（日経 BP コンサルティング発行）を当財団の情報ラ

イブラリで閲覧・貸出しています。是非ご覧ください。

次のホームページをご覧ください。

①近畿経済産業局“公募情報 （公募予告及び公募中の情報）”

　http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

②中小企業庁 平成 26 年度予算関連事業 / 平成 25 年度補正予算関連事業

　http://www.chusho.meti.go.jp/24fyHosei/index.htm

詳しくは https://www.mirasapo.jp/     

シーケンス制御の基礎とPLCの初歩的な使い方を学びたい方を
対象に、実習を多く取り入れ、少数の受講生を、複数の教員で
指導します。

…明石高専の設備・教授陣のわかりやすい指導で…

明石高専 電気情報工学科 電気電子基礎実験室受講場所

5 月 10・17・24・31 日（土）の 4 回開催予定

10 名（先着順）募集定員 15,000 円（テキスト代込）受 講 料

明石市産業振興財団 : TEL 078-936-7917 / FAX 078-936-7916申込み先・お問い合わせ

ものづくり支援セミナー in 明石 を開催しました

昨年の授業風景

明石高専＆工技センター

技術実習講座

ご存知
ですか ?

ミラサポメールマガジン配信開始



◆ �4 月より貸館システムを産業交流センター・
　�勤労福祉会館・サンライフ明石の 3館に導入します。
　・申請書作成等の手続きがよりスピーディーに簡単になります。
　・�各館入口に大型ディスプレイを設置。当日の催し等をわかりやす
くご案内します。

◆快適なご利用環境の維持向上に努めています。
　・�産業交流センターと勤労福祉会館の椅子（約 1,400 脚）を洗浄
しました。引き続き安全で快適な利用環境の維持向上に努めます。

　��※平成 26年 4月 1日からの貸室料金についての変更はございません。

支援機関の紹介 公益社団法人 兵庫工業会
Hyogo Industrial Association

● 概　要
　兵庫工業会は、県下の製造業の技術振興と地域社会の発展に寄与するために 1985 年（昭和 60 年）7月に設立され、

特に中堅・中小企業のものづくり技術発展と人材育成に重点をおき、多様な事業を実施しています。

● 主な事業内容

● 役　員・スタッフ
　役　　員：会長　池田辰雄（㈱神戸製鋼所�顧問）、副会長 4名

　�スタッフ：専務理事、常務理事、他事務局員 8名

● 所在地
　本部・神戸事務所� 〒 650-0011 神戸市中央区下山手通 6-3-28

� 兵庫県中央労働センター 3階

� TEL：078-361-5667　FAX：078-371-4336

　姫路事務所� 〒 670-0962�姫路市南駅前町 123　じばさんびる 3階

� TEL：079-223-8230　FAX：079-223-8231

　ホームページ URL� http://www.hyogo-ia.or.jp�

1. 人材育成事業

　①兵庫技術研修大学校（ものづくり技術研修）

　②管理監督者大会

　③デリバリー研修

　④技能検定実技試験

　⑤研究会

2. 産業・技術振興事業

　①ものづくり産官交流支援事業

　②兵庫バイオテクノロジー研究会

　③夏のビッグイベント

　④職域における創意工夫者表彰

　⑤兵庫ものづくり人材マッチング事業

　⑥フレッシュマン産業論文コンクール�他

3. グローバル化推進事業

　①中小企業海外進出支援事業

4. 広報事業

　①工業会ニュースの発行

　②ホームページを利用した情報発信�他

5. 会員交流事業

　①くすのき会（若手経営者の会）

　②兵庫工業会女性会（win-win）

　③しんゆう会（異業種交流会）他

サービス向上中!!

みなさまに
　喜んでいただける施設へ…

産業交流センター 勤労福祉会館

当日の催し等を掲示します

サンライフ明石



Q：御社の事業内容をお聞かせ下さい。

A：�弊社は約 150 年前の明治元年に魚住で醤油作りを始め、現在 6 代目で

す。もとは農家の先代が、米作等とともに醤油を製造し、各家を 1 軒

1 軒回り、手売りで商いをしていました。昭和 24 年に会社として創業

し、現在に至っています。醤油を柱に、ドレッシングなど調味料の製

造販売のほか、地酒や海産加工食品も取扱っています。またグループ

会社で、新鮮な食材を使った料理を味わえる「五
ご こ く や

国舎まるじゅう」（JR

魚住駅前）、「創味」（JR加古川駅前）などを経営し、開発商品のアンテナショッ

プとしての機能も持たせています。

Q：経営に対する考え方をお聞かせ下さい。

A：�こだわりのある醤油を柱にして自社製品を開発し、人にとって大切な“食卓”を提案していきたいと考

えています。商品 PR にも使用している「食卓応援団」や「食卓に笑顔を」等が弊社の求める価値の提

供を表現しています。また、経営する上で大切なパートナーである従業員には、プラス思考で伸び伸び

と自分の力を発揮してもらいたいと考えています。「弊社で働いてよかった」と思ってもらえる経営を目

指しています。

Q：�御社のセールスポイントまたは、ものづくりに対するこだわりをお聞かせ下さい。

A：�安定した品質の追求です。原材料を吟味し、安全性と品質はもちろん

のこと、お客様が求めておられる“一定の味”を提供することを目指

しています。その結果、お客様から「ここの醤油でないといかん」「こ

の味に慣れている」とおっしゃっていただくことがしばしばあります。

また、小ロット生産ができる

中小企業ならではの特色を最

大限に生かし、弊社しかでき

ない価値を生み出すことを目標に新製品開発に努めています。最

近では明石産のりと弊社の醤油を活かした「海苔ドレッシング」

をはじめ、新製品を好評販売できるようになりました。

Q：今後の事業展開をお聞かせ下さい。

A：�明石の地で着実に事業を続けていきたいと考えています。今ある事業に真摯に自然体で取り組んでいき

ます。醤油等の出荷量は年々低下していますが、変化する環境のなかで、新しいアイデア・発想で新製品・

新事業開発、農商工連携等に積極的にチャレンジし、「一人でも多くのお客様に喜びと感動を！」の精神

で“食卓に笑顔を”届ける様に努めてまいります。

経営相談
毎週火～木曜日

10：00～15：00

明石商工会議所

発明・特許相談
毎週火～土曜日

10：00～17：00（要予約）

兵庫県発明協会

起業・第二創業相談
毎週火～土曜日

10：00～17：00（要予約）

中小企業診断士

技術相談
毎週火～金曜日

10：00～17：00

明石テクノネットワーク

創　業：明治元年8月　設立：昭和24年12月10日

資本金：2000万円　従業員：43名（平成26年3月現在）

産業交流センター 3階相談室では、専門家による相談事業を実施しています。（無料）

TEL078-936-7917（月曜休）企業活動を支援する各種の相談ご利用ください 企業活動を支援する各種の相談

西海 正隆社長（前列右から 3 人目）
社員のみなさんと本社加工場の竣工式で

本社外観

西海醤油株式会社
所在地：〒674-0071　明石市魚住町金ケ崎1705
 ：078-946-0141 /  　　　：078-946-1855
 ：http://www.nishiumisyouyu.com/
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本社直売所内の様子

明石の特産物を使った開発製品（一部）


