
経済改革フォーラム ～～岐岐阜阜県県 産産業業・・教教育育 再再生生シシンンポポ～～

～次世代の教育・人材・経営を求めて～ 参加費無料

好景気に沸く中部地方。大手企業を中心とした製造業の快進撃は、留まるところがないかのようです。

一転して、地域経済、それを支える中小・中堅企業では、様々な慢性的課題が山積しています。そして

産業の再生が急がれています。

～再生のキーワードは「人」～この先の企業経営、地域経済、そして、この国の行く末は、次の時代を

担う人材の育成、「人」が主役です。

そこで、当センターでは、次の時代の教育・人材・経営のあり方を探ろうと、株式会社 JPECと共催

で「経済改革フォーラム～産業・教育 再生シンポ～」を開催いたします。皆様のご来場を心よりお待ち

申し上げます。

日 時：平成１９年９月１４日（金） １５：００～１８：００

会 場：岐阜グランドホテル ロイヤルシアター（岐阜市長良６４８）

【基調講演】 １５：１０～１５：５０

「勝つ工場 強い工場

～日本のモノづくりの将来は人材育成で切り拓け～」

日本経済新聞社 編集局 国際部 兼 産業部 次長 後藤 康浩 氏

【パネルディスカッション】 １５：５０～１６：５０

「次世代の教育・人材・経営を求めて」

パネラー：鍋屋バイテック㈱ 会長 岡本 太一 氏

岐阜大学 工学部長 三輪 實 氏

㈱東伸 代表取締役社長 藤吉 繁子 氏

前 ソニー㈱ 生産戦略本部

生産革新センター長 金 辰吉 氏

【特別講演】 １７：００～１８：００

「再生の鍵は教育に」

ワタミ㈱ 代表取締役社長

安倍晋三内閣諮問委員会 教育再生会議委員 渡� 美樹 氏

■定 員：先着５００名

■申込方法：最終ページの共通申込書をご利用ください。（ホームページからも申し込めます）

問い合わせ先：総務部 小川、鈴木

電話（０５８）２７７‐１０９０ FAX（０５８）２７７‐１０９５ E-mail : keiei@gpc.pref.gifu.jp

■経済改革フォーラム～岐阜県 産業・教育 再生シンポ～ １
■平成１９年度岐阜県地域活性化ファンド事業助成金の募集 ２
■もうかる企業術 ’０７～人の価値が企業をつくる ４
■平成１９年度第２回「事業可能性評価企業」の募集 ４
■受発注情報 ５
■売りたし・買いたし ６
■地域資源活用支援相談窓口の開設 ６
■セミナー「価格競争に嵌らない製品づくり」 ７
■セミナー「これからの次代に成功するネットショップとは」 ７

■セミナー

「初歩の方でも簡単にできる自社の経営体力分析」 ７
■「岐阜高専等と連携した中小企業若手技術者育成事業」

受講者募集 ８
■設備貸与（割賦・リース）／資金貸付制度のご案内 ８
■「新連携支援事業出張相談会」開催のお知らせ ９
■賛助会員加入のご案内 ９
■アセアンビジネス個別相談会 ９
■産経センター共通申込書 １０
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平平成成１１９９年年度度岐岐阜阜県県地地域域活活性性化化フファァンンドド事事業業費費助助成成金金のの募募集集（（案案内内））

１．助成金の目的等

歴史・自然・文化を活かした観光産業の発展と地場産業のブランド力の向上、さらに地域資源を活用

したまちづくり、新しいビジネスの創出・成長の実現のための支援策として、基金「岐阜県地域活性化

ファンド」を創設し、基金の運用益で地域資源を活用した創業・経営革新につながる多様な取組に対し

て助成を行います。なお、当助成金は、１２事業１３種類から構成されており、年間運用益の範囲内で募集

を行います。

２．事業内容等

≪総合相談窓口≫

岐阜県産業政策課 TEL ０５８‐２７２‐１１１１（内線３０４２、３０４５）

（財）岐阜県産業経済振興センター 産業支援部 TEL ０５８‐２７７‐１０９３

※個別の事業内容等については県庁の各担当までお問い合わせください。

事 業 名 事業内容・助成対象者 問い合わせ先

起業支援事業

独自性の高い新技

術・サービス等の

創業

【事業内容】

独自性の高い技術及びアイデアをもとに新商品・サービスの

開発等を行い起業化を図る事業

【助成対象者】

県内に本社（拠点）を設置して一定の条件の下で創業を行う者

中小企業課

（新産業担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線３０６７、３０６８）

コミュニティビジ

ネス等の創業

【事業内容】

福祉・健康・教育等の生活密着型サービス、地域社会に貢献

できるコミュニティビジネス等の創業

【助成対象者】

県内に本社（拠点）を設置して一定の条件の下で創業を行う者

商業流通課

（流通・サービス担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線３１４２、３１４５）

新技術・新商品

可能性調査事業

【事業内容】

中小企業者、大学、県研究機関が保有する優れた新技術や特

許流通アドバイザー等が提供する未利用技術を活用した事業

化又は商品化の可能性調査事業及びこれに伴う試作事業

【助成対象者】

県内中小企業者、連携体、組合等、まちづくり団体

産業政策課

（工業・技術担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線３０５０、３０５１）
新連携事業創出

支援事業

【事業内容】

新連携対策補助金の申請に必要な「異分野連携新事業分野開

拓計画」の策定事業（策定に伴う市場調査事業を含む）

【助成対象者】

県内中小企業者、連携体、組合等

経営革新事業

【事業内容】

経営革新計画の実施に必要な、新事業動向等調査事業、新商

品開発・新技術開発・新役務開発事業、人材育成事業、販路

開拓事業

【助成対象者】

県内中小企業者・連携体・組合等のうち経営革新計画の承認

を受けたもの

ぎふブランド振興課

（地場産業担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線３０９５、３０９６）

空き店舗等活用事業

【事業内容】

商店街の空き店舗を活用して実施される事業（子育て支援施

設や高齢者向け休憩所など公益機能創出支援事業を含む）

【助成対象者】

中小企業者、商工会、商工会議所、まちづくり会社、中心市

街地整備機構、NPO、まちづくり団体

商業流通課

（商業担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線３１４３、３１４４）

経営革新計画
中小企業新事業活動促進法第９条に基

づく承認を得た計画

平成１９年９月 第３３７号
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３．助成金交付希望申請書の提出

募集事業のうち、いずれかの事業を実施しようとする場合は、関係書類を添えて以下により助成金交

付希望申請書を２通提出してください。

（１）作成様式：指定の様式（産経センターホームページ http : //www.gpc.pref.gifu.jp からダウン

ロードできます。適宜加工してください。）

（２）提出期間：平成１９年８月３１日～平成１９年９月２８日

（３）提 出 先：〒５００‐８５０５ 岐阜市薮田南５‐１４‐５３

（財）岐阜県産業経済振興センター 産業支援部

４．助成金交付希望申請書の審査及び交付先決定

提出された助成金交付希望申請書については、必要に応じてヒアリングを実施します。その後、専門

家からなる審査会において審査を行い、助成金交付先採択の適否を判断します。

新商品開発事業

【事業内容】

新たな地場産品・高付加価値化商品の開発事業及び新商品開

発に必要な人材の育成事業

【助成対象者】

県内中小企業者、連携体、組合等、まちづくり団体

ぎふブランド振興課

（地場産業担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線３０９５、３０９６）

販売力強化事業

【事業内容】

県内中小企業の販売力を強化するために行う販路開拓事業

【助成対象者】

県内中小企業者、連携体、組合等、商工会議所、商工会、NPO、

まちづくり団体

ぎふブランド振興課

（市場戦略担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線３０９７、３０９８）

ブランド構築事業

【事業内容】

地域団体商標制度を活用したブランド展開に取り組む事業、

中小企業者等が作成したブランド確立計画（２年～５年程度

の計画）に基づく事業

【助成対象者】

県内中小企業者、連携体、組合等、まちづくり団体

ぎふブランド振興課

（市場戦略担当）

（地場産業担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線３０９５～３０９８）

地域ブランドづくり

スタートアップ支援

事業

【事業内容】

地域資源を活用したものづくりのスタートアップ段階（構想

段階）で実施される事業

【助成対象者】

県内中小企業者、連携体、組合、実行委員会、商工会議所、

商工会、NPO、まちづくり団体

ぎふブランド振興課

（市場戦略担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線３０９７、３０９８）
地域ブランド向上型

地域活動支援事業

【事業内容】

地域資源を活用した商品・サービスと地域のイメージを相互

に高め、それらの結びつきを強めることに資する事業

【助成対象者】

県内中小企業者、連携体、組合、実行委員会、商工会議所、

商工会、NPO、まちづくり団体

飛騨美濃じまん

育成支援事業

【事業内容】

飛騨美濃じまんを育成する継続的かつ戦略的な事業及びこれ

にかかる事業化計画策定のための事業、飛騨美濃じまんのあ

らたな掘り起こしや再評価に基づいて創出又は再構築される

イベントなどのソフト事業

【助成対象者】

観光、経済関係団体、まちづくり団体、民間企業、任意団体

観光交流課

（交流産業・コンベ

ンション担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線３０７３、３０７６、

３０７９）

まちづくり計画策定

事業

【事業内容】

まちづくり計画の策定及びトライアル事業

【助成対象者】

まちづくり団体、商工団体、NPO、中小企業者、組合、任意

団体

総合政策課

（まちづくり担当）

TEL ０５８‐２７２‐１１１１

（内線２０４８、２０４９）

ブランド

確立計画

ブランド確立のため総合的に展開される新商

品開発事業、人材育成事業、販路開拓事業 等

平成１９年９月 第３３７号
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ももううかかるる企企業業術術 ’’００７７～～人人のの価価値値がが企企業業ををつつくくるる
〈受講者募集〉

本研修は若手経営者に対し、企業価値を高めるための気づきの場を提供するために実施します。成功企

業の経営者・専門家との対話と成功企業の企業訪問を通じ、新たなネットワークづくりの中で、自社の方

向性について考えていきます。

■対 象 者：県内中小企業の若手経営者、後継者で、全回出席する意欲があり積極的に取組頂ける方。

■定 員：３０名

■費 用：無 料（別途テキスト代２０００円程度）

■申込方法：最終ページの共通申込書をご利用ください。（ホームページからも申し込めます）

■申込期限：平成１９年９月２８日（金） ※時間は未定ですが１３：００～１７：００を想定しています。

問い合わせ先：企業支援部（取引推進グループ） 藤井

電話（０５８）２７７‐１０９２ E-mail : kigyo@gpc.pref.gifu.jp

平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度第第第第第第第第第第第第第第第第第第２２２２２２２２２２２２２２２２２２回回回回回回回回回回回回回回回回回回「「「「「「「「「「「「「「「「「「事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業可可可可可可可可可可可可可可可可可可能能能能能能能能能能能能能能能能能能性性性性性性性性性性性性性性性性性性評評評評評評評評評評評評評評評評評評価価価価価価価価価価価価価価価価価価企企企企企企企企企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業業業業業業業業業」」」」」」」」」」」」」」」」」」のののののののののののののののののの募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集

当センターでは、平成１４年度から県内中小企業の事業プランの実現や成長の可能性を評価し、事業化に

向けた支援を行っています。事業可能性等評価委員会が事業の有望性、技術の先端性・発展性等を総合的

に分析し、事業の実現可能性をA、B、Cの三段階で評価します。評価企業には、継続的なアドバイスや

フォローアップ等、評価の段階ごとに支援を行います。

■A評価（事業可能性大）企業への支援策

①岐阜県信用保証協会による保証：１社につき３，０００万円を限度に原則、無担保無保証人（法人代表者

を除く）で保証。（同協会による審査が別途必要）＜今年度からの新しい支援策＞

②「ベンチャー企業マーケティング・リサーチ事業」、「ミニ経営会議事業」の対象企業

③中小企業基盤整備機構主催「中小企業総合展」への優先的出展

④金融機関、マスコミへの積極的紹介

⑤中小企業支援センターによる積極的な事業支援

■申込方法：「評価申請書」を岐阜県中小企業支援センターへ郵送してください。

申請書は当センターホームページ「センター申請書類」からダウンロードできます。

■申込締切：平成１９年１１月１５日（木）

問い合わせ先：企業支援部（岐阜県中小企業支援センター） 清水、鹿野

電話（０５８）２７７‐１０９６ FAX（０５８）２７３‐５９６１ E-mail : sien@gpc.pref.gifu.jp

回 日 研 修 内 容 講 師 会 場

第１回
１０月１１日

（木）
講演・企業見学

大垣精工㈱ 代表取締役

上田 勝弘 氏

大垣精工㈱

（大垣市）

第２回
１０月２４日

（水）

コーチング

（部下の意欲の引き出し方）

マホコミュニケーション

浅井 真帆 氏

県民ふれあい会館

（岐阜市）

第３回
１１月７日

（水）

売れる商品とはなにか？

（顧客ニーズの把握）

グリーンズヒルズクリエイト

吉中 靖 氏

県民ふれあい会館

（岐阜市）

第４回
１１月２０日

（火）

産学官連携について

（中部大学見学）
中部大学研究支援センター

中部大学

（春日井市）

第５回
１２月４日

（火）

自社に役立つ「ＩＴ」導入・

活用計画立案

ＩＴコーディネイター

森下 裕史 氏他

県民ふれあい会館

（岐阜市）

平成１９年９月 第３３７号

4



受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受 発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発 注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注 情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情 報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報
発注 下記の企業から発注の申込みがきておりますので、受注をご希望の方は、センター取引推進グループまで申し出てください。

受注 下記の企業から受注の申込みがきておりますので、発注をご希望の方は、センター取引推進グループまで申し出てください。

番号
地区

発注品目 加工内容 必要な設備など 材 質 数 量 希望地域

５８
加茂

制御盤・配電盤等 板金溶接
レーザー加工機、シャーリング、プレスブレーキ、
溶接機等

サイズ（４＊８）、一般
鋼材・ステン・アルミ

片道１時間
以 内

５３
西濃

油圧シリンダー 機械加工～組み立て NC旋盤、立マシニングセンター 鉄、アルミ １～４００本 西 濃 近 辺

５７
岐阜

アルミバスケット 溶接加工 アルミ線材溶接機（������ アルミ材
１，０００個／
ロット

県 内

５９
東濃

ゴルフクラブ
プラスチック塗装
（マスク塗装）

プラスチック塗装設備一式

６１
愛知

金型部品 熱処理加工 タフト処理設備一式 単品物 岐 阜 地 区

６４
関東

各種プラント工事
（現地据え付け）

製缶、溶接、塗装加工 製缶、溶接加工
現地据え付け可能な
企業

５５
関東

焼却炉のメンテナンス
機械加工、板金加工、
溶接加工

焼却炉の清掃設備、焼却炉のオーバーホール、機
械の手入れ設備一式

鉄板 単品物 中 濃

５４
西濃

健康機器 メッキ加工 ユニクロメッキ（黒メッキ） 西 濃

５２
西濃

油圧機器部品 機械加工 立旋盤（ターニング）６００×５００ 鋳物 １００個 西 濃

４８
愛知

巻線機部品 機械加工 三次元測定機、立マシニングセンター 単品物 岐 阜

４７
富山

工作機械部品（コラム、」ベッ
ド）

機械加工 五面加工機 ２０００×５０００ 単品物 県 内

５１
西濃

健康機器 パイプ加工 パイプベンダー、溶接機 鉄パイプ ４００ 岐 阜

４９
愛知

シートベルト部品 プラスチック加工 射出成形機 ７０～１００t
軟質塩化部ニール
（PVC）

毎月３万個 岐 阜

番号
地区

資本金
従業員数

加工内容 受注余力機種・特記事項 主力生産品目

１９
岐阜

４，０００万円
１７人

製缶・板金・
溶接

タレパン（４＊８）、レーザー加工機（４＊８・１６ミリ）、ブレーキプレス（１００t）、各種
溶接機、NCフライス、立MC（５番）ほか
【特徴】レーザー加工機１６ミリまで対応、多種少量生産に対応、表面処理（メッキ・塗
装）にも対応、別工場では航空機部品を生産。

工作機械カバートランス部品等

６３
岐阜

個人
２人

縫製加工 本縫いミシン ロックミシン ルイスミシン ギャザー取りミシン 婦人服（フォーマル・ドレス等）

２４
西濃

個人
３人

プレス金型
トライ用プレス（８０．６０．２５トン）、放電加工機、ワイヤーカット、平面研削盤、フライ
ス、卓上旋盤、ラジアルボール盤、コンターマシン、CAD 他
【特徴】８０トン以下の小物プレス金型

自動車部品用プレス金型（８０ト
ン以下）及び試作

２１
加茂

５００万円
１１人

板金溶接加工
アルゴン溶接機×８、ブレーキプレス４×８、シャーリング、メタルソー、セットプレス等
【特徴】アルミ・ステンレス溶接を得意とする

印刷機フレーム、サイン・看板
フレーム、機械カバー等

１８
中濃

個人
６人

パット印刷
パット印刷機７、曲面印刷機、平面印刷機ほか
【特徴】樹脂・金属部品等（サイズ４０×４０）、小物電機関連部品及び自動車関連部品等の
パット印刷

水栓部品（樹脂・金具等）、電機・
自動車関連部品）

１７
可茂

３００万円
１００人

電機関連部品
組立

コンベアー（ベルト・ラウンド式）、その他一式
【特徴】ビデオ・デジカメ等部品組立工場、自動車用ワイヤーハーネス組立工場に分か
れている。

ビデオ・デジカメ等部品組立、
ワイヤーハーネス組立等

５６
岐阜

３００万円
１２人

板金溶接
レーザー加工機（４＊８）、プレスブレーキ（３５００）、シャーリング、コーナーシャー、NC
タレパン、３本ロール、各種溶接機 ほか
【特徴】SUS、アルミ材を得意とする。

食品機械ホッパー、カバー、ダ
クト等

２２
中濃

個人
３人

小物プレス加工
プレス（４０t、２５t、１５t、５t、２t）、スポット溶接機、ワイヤー加工機、細穴加工機、旋
盤、平面研削機、コンターマシン、CAD/CAM 等
【特徴】小物部品プレス加工（絞り）、試作等

刃物部品（プレス）、自動車部品等

２６
中濃

３，０００万円
６人

金型・治工具加工

立マシニングセンター１０００＊１５００、立マシニングセンター１５００＊６３０、立マシニングセ
ンター１０５０＊５１０、横マシニングセンター１２５０＊１０００、NCフライス盤、NC旋盤、立
フライス盤、横フライス盤、３次元CAD/CAM：マスターキャム
【特徴】一般鋼、ダイス鋼、アルミ材が得意

金型部品、治工具部品、航空機
部品、機械部品

１９３
中濃

１，０００万円
３人

機械加工
NC複合自動旋盤６台（ツガミ製）
【特徴】ステンレス材で４～３２パイ以下の小物得意。

自動車、機械部品

５８
西濃

３００万円
３人

パイプ曲げ、折
り曲げ、プレス、
溶接加工

パイプベンダー ２台、溶接ロボット ２台、プレス１５～１１０t ９台、Co２溶接機１０台、ス
ポット溶接機 ２台、プレスブレーキ ３５～１１０トン ２台、アルゴン溶接機
【特徴】グレーチング等の板金溶接加工。

グレーチング

５７
西濃

個人
２人

溶接・ロー付け
加工

ロボット付CO２半自動溶接機 ３００A ２台、ロボット付CO２半自動溶接機 ２００A ２
台、TIG溶接機 ３００KVA ２台、MIG溶接機 ３００KVA ２台、ロー付け設備 １台
【特徴】材質：鉄、ステンレス、アルミ、真鍮等

電機部品、自転車部品

２３
西濃

１，０００万円
１２人

製 缶・板 金・溶
接加工～機械加
工・組立まで

２００t折り曲げプレス ９㎜×３０００㎜、半自動溶接機 ２００～５００A、アーク溶接機 ３００～
４００A、シャーリング １２㎜×１３００㎜、５面加工門形マシニングセンター ２０００㎜×５０００
㎜、門型マシニングセンター ２０００㎜×４０００㎜、横型マシニングセンター X１２００Y１２００
Z６００、CAD/CAMシステム
【特徴】製缶から部品加工・組立までの一貫生産

各種工作機械部品、ロボット装
置、搬送装置

２０
岐阜

３００万円
４人

アルミ合金鋳物
ガス炉 ２台、中子造型機、バリ取り機、アルゴン溶接機、ホイスト
【特徴】単重１００g～５０㎏

医療、専用機械部品

６１
西濃

個人
１人

金型部品加工、
治工具

立マシニングセンター ３００×４００、NC旋盤、立フライス盤、平面研削盤、ボール盤
【特徴】単品物得意

金型部品、治工具

６０
中濃

１，０００万円
２２人

塗装加工 静電気塗装装置 ２台、カチオン電着塗装装置 １２００×１５００ 自動車、ガス器具部品

２５
飛騨

個人
１２人

巻線加工
巻線機 ５台
【特徴】モーターコイルの巻線加工

モーターの巻線

☆ホームページの「受発注あっせん情報」では、最新情報を提供しています。http : //www.gpc.pref.gifu.jp☆
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※上記以外にも受・発注案件がきておりますので、お問い合わせください。また、すでにあっせん済になっている場合も
ありますので、ご了承ください。なお、センターの取引に関する紹介案件につきましては、あっせんだけですので、書
面交付など十分当事者間で話し合いくださるようお願いします。
問い合わせ先：企業支援部（取引推進グループ） 電話（０５８）２７７‐１０９２ E-mail : kigyo@gpc.pref.gifu.jp

売売売売売売売売売売売売売売売売売売売りりりりりりりりりりりりりりりりりりりたたたたたたたたたたたたたたたたたたたししししししししししししししししししし！！！！！！！！！！！！！！！！！！！買買買買買買買買買買買買買買買買買買買いいいいいいいいいいいいいいいいいいいたたたたたたたたたたたたたたたたたたたししししししししししししししししししし！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ －遊休設備の紹介・あっせん－

売りたし！

買いたし！

※商談は当事者間で行っていただきます。また、取引に関する内容・トラブル等について、当センターは一切関与しませ
んのでご承知ください。
※最新情報はホームページから確認できます。
問い合わせ先：企業支援部（設備導入グループ） 電話（０５８）２７７‐１０９１ http : //www.gpc.pref.gifu.jp/yukyu/list.asp

地地域域資資源源活活用用支支援援相相談談窓窓口口のの開開設設
～～地地域域資資源源をを活活用用ししたた新新たたななビビジジネネススをを支支援援ししまますす～～

当センターは、今年度よりスタートした経済産業省の「中小企業地域資源活用プログラム」の一環とし
て、地域の「強み」となり得る産地の技術、農林水産物、観光資源等の地域産業資源を活用して新商品・
新サービスの開発等に取り組む中小企業者に対して、事業の構想段階の相談から商品開発、販路開拓等の
アドバイス・ノウハウの提供、事業化まで一貫した支援を行う「ハンズオン支援」を中部地域支援事務局
（中小企業基盤整備機構中部支部内）と協働して行うため、９月３日、地域資源活用支援のための相談窓
口を開設しました。お気軽にご相談ください。
◆支援対象：地域産業資源を活用した新商品・新サービスの開発等に取り組む中小企業者。
◆地域産業資源とは？
地域の特産物として相当程度認識されている「農林水産物」や「鉱工業品」、「鉱工業品の生産に係る
技術」、「文化財、自然の風景、温泉そのほかの観光資源」。（※県が策定した「基本構想」で指定されます）
◆中小企業地域資源活用促進法に基づく事業計画認定のメリットは？
１ マーケティング等の専門家による継続的なアドバイス（ハンズオン支援）が原則無料で受けられます。
２ 国から「地域産業資源を活用した地域活性化に貢献する新たな取組みであって、事業性も高い事業
である」という認定を受けられます。
３ 域外市場を狙った新製品等の開発・事業化を行う場合、以下の手厚い支援が受けられます。
①補助金等：●地域資源活用売れる商品づくり支援補助金（認定事業に限定）
②融 資 等：●政府系金融機関による低利融資 ●信用保証協会の債務保証枠の拡大

●高度化融資 ●食品流通構造改善機構による債務保証
③税 制：●設備投資減税

問い合わせ先：企業支援部（岐阜県中小企業支援センター） 澤口、鹿野
電話（０５８）２７７‐１０９６ FAX（０５８）２７３‐５９６１ E-mail : sien@gpc.pref.gifu.jp

整理
番号

設備名 メーカー 形式・能力 製造年 希望価格 付属品等 消費税
運搬
費用

台数

B‐５８８ 工具研削盤 伊藤製作所製 DP‐３N １９８２年４月 １５万円 特になし 税別 買主 １

B‐５９１ 卓上ボール盤 各種 各種 各種 応談 税込み 買主 ７

B‐５９２ 多軸タッピングマシン 各種 各種 各種 応談 税込み 買主 ９

B‐５９３ 多軸アタッチメント 各種 各種 各種 応談 税込み 買主 ８

B‐５９４ 加工ゲージ類 応談 税込み 買主 数個

B‐５９５ ジョークラッシャー 川崎重工 KD‐４２３２G H１０．４購入
（未使用） 応談 応談 応談 １

B‐５９６ コンプレッサー 日立 １馬力 応談 税込み 買主 １

整理
番号

設備名 メーカー 形式・能力 製造年 希望価格 付属品等 消費税
運搬
費用

台数

A‐５８１ スポットエアコン 不問 不問 不問 応談 税込み 買主 ２

A‐５８７ NC旋盤又は汎用旋盤 どこでも可
（但しNCはFanuc 希望） 応相談 税込み 買主 ４－５

A‐５８９ レーザーマーキング 不問 不問 なるべく
５年以内 応談 応談 応談 １

番号
地区

資本金
従業員数

加工内容 受注余力機種・特記事項 主力生産品目

５９
中濃

１，０００万円
１４人

木工加工

木工のこ盤、昇降丸のこ盤、パネルソー、ギャングリッパー、自動一面かんな盤、モル
ダー、面取り盤、NCルーター、ほぞ取り盤、ダブルエンドテノーナー、角のみ盤、サン
ダー、木工プレス
【特徴】集成材の木工加工得意。

集成材の住宅部材（窓枠、羽目
板、カウンター、フローリング、
学童用机、椅子、ベンチ）

平成１９年９月 第３３７号
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参加費無料

参加費無料

参加費無料
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製品企画・開発で奮闘中の皆さん！是非ご参加ください。低価格競争の渦に巻き込まれないためにはど

うすればいいか、キーポイントを分かりやすく解説します。

日 時：平成１９年１０月５日（金） １３：３０～１５：３０

会 場：県民ふれあい会館１０階 産経センター IT研修室

■内 容：①なぜ価格競争が激化したか ②低価格競争に打ち勝つには

③マーケティングの重要性－需要動向・技術動向をつかめ

④関連法規の動向を知れ ⑤ 新製品開発と用途開発

■講 師：黒木 泰宏（岐阜県中小企業支援センター プロデューサー）

■対 象：県内中小企業経営者、製品企画・開発従事者

■定 員：２０名（先着順、１社につき１名まで）

■申込方法：最終ページの共通申込書をご利用ください。（ホームページからも申し込めます）

問い合わせ先：企業支援部（岐阜県中小企業支援センター） 黒木、鹿野

電話（０５８）２７７‐１０９６ FAX（０５８）２７３‐５９６１ E-mail : sien@gpc.pref.gifu.jp
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すっかり定着した感のあるキーワード「Web２．０」。しかし、言葉が独り歩きし、実態がつかめないの

もまた事実です。その実態をつかみ、自社に取り込むことはネットショップ成功への第一歩です。

Web２．０の実例を含めた最近のネットショップ動向、成功するためのネットショップ運営ポイントにつ

いてのセミナーを開催します。

日 時：平成１９年１０月２３日（火） １３：３０～１５：３０

会 場：県民ふれあい会館１０階 産経センター IT研修室

■内 容：①Web２．０とは ②最近のネットショップ形態 ③成功するネットショップのポイント

■講 師：森下 裕史（岐阜県中小企業支援センター プロデューサー）

■対 象：県内のネットショップ運営者もしくはネットショップを考えている方

■定 員：２０名（先着順、１社につき１名まで）

■申込方法：最終ページの共通申込書をご利用ください。（ホームページからも申し込めます）

問い合わせ先：企業支援部（岐阜県中小企業支援センター） 森下、鹿野

電話（０５８）２７７‐１０９６ FAX（０５８）２７３‐５９６１ E-mail : sien@gpc.pref.gifu.jp

����������''((��))**++,,--
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数字を見るのだけは苦手とおっしゃる経営者、経営幹部の皆様方も、決算書の読み方が分かり、自社の

経営体力分析と経営革新計画への取組みが簡単にできるセミナー（初歩）を開催します。

日 時：平成１９年１１月７日（水） １３：３０～１５：３０

会 場：県民ふれあい会館１０階 産経センター IT研修室

■内 容：①損益計算書の仕組み ②貸借対照表の仕組み

③経営分析の練習（自社の直近３期分の決算書で行います）

④経営革新計画の取組み方

■講 師：清水 重男（岐阜県中小企業支援センター プロデューサー）

■対 象：県内中小企業経営者及び管理者 ■定 員：２０名（先着順、１社につき１名まで）

■申込方法：最終ページの共通申込書をご利用ください。（ホームページからも申し込めます）

※注記：業界他社との比較に必要ですので、業種（小分類）名をお書きください。

問い合わせ先：企業支援部（岐阜県中小企業支援センター） 清水、鹿野

電話（０５８）２７７‐１０９６ FAX（０５８）２７３‐５９６１ E-mail : sien@gpc.pref.gifu.jp
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～平成１９年度高専等活用中小企業人材育成事業～

「岐阜高専等と連携した中小企業若手技術者育成事業」
受 講 者 募 集

今般、経済産業省の「平成１９年度高専等を活用した中小企業人材育成事業」の事業採択を受け、１８年度

に引き続き、岐阜県の産業構造上重要な役割を果たしている金型・精密機械加工関連企業の若手技術者を

対象に、平成１９年７月～２０年１月の土曜日に次の８コースのセミナーを開催する予定としています。

■開催予定コース、時間数

＜継続コース＞ ＜新規開発コース＞

①設計理論の基礎 【初級】１２時間（募集済） ⑤計測法 【初級】 １２時間（今回募集）

②金属・加工学 【初級】１８時間（募集済） ⑥切削加工の理論と実際【中級】 ２４時間（今回募集）

③切削加工 【初級】１８時間（募集済） ⑦金型製作基本 【初級～中級】 ２４時間

④CAD/CAM 【初級】１８時間（募集済） ⑧総合実習 【中級】 １８時間

■第３回受講者募集

今回は、「⑤計測法」、「⑥切削加工の理論と実際」の受講者募集を行いますので、参加希望の企業の方

は、産経センターホームページ（http : //www.gpc.pref.gifu.jp）の開催案内に基づき、お申込願います。

⑤計測法【初級】 １２時間…１１／１０、１１／１７

計測の基礎（SI 単位系の構成、計測用語等）について学び、計測実験～データ処理を行う。また、企業経験者

から「計測の現場における実例」を学ぶ。

⑥切削加工の理論と実際【中級】 ２４時間…１０／２７、１１／３、１１／１０、１１／１７

NC加工、NCプログラムの設計等の業務を担当し、汎用旋盤等の加工経験が無い方を対象に、汎用旋盤を用い、

「切削加工の体感と実践的習得」を図る。

■開催時間：午前 ９：００～１２：００ 午後 １３：００～１６：００

■開催場所：⑤コース 岐阜工業高等専門学校（本巣市上真桑）

⑥コース 国際たくみアカデミー（美濃加茂市蜂屋町上蜂屋）

■定 員：⑤コース１４名、⑥コース１６名 ■費 用：無 料

■申込締切：平成１９年１０月３日（水）

■そ の 他：募集は、コース毎に実施します。今回は⑤～⑥コースです。

定員を上回る応募があった場合、申込締切後調整する場合があります。

コース毎に全時間受講者に対し、修了証を発行します。

問い合わせ先：産業支援部 窪田 電話（０５８）２７７‐１０９３ E-mail : sangyo@gpc.pref.gifu.jp

設備投資を計画中の事業主の皆様へ

～設備貸与（割賦・リース）／資金貸付制度のご案内～

事業者の方が機械設備の導入を行なう時にご利用いただけます。

○割賦販売・リース

当センターが小規模企業者の方に代わり、設備を販売事業者から購入し、それを長期かつ低金利

で「割賦販売」または、「リース」します。

○資金貸付

小規模企業者の方が設備投資を行なう場合、設備額の１／２を限度に当センターが直接無利子で

融資します。

問い合わせ・お申し込みは、企業支援部（設備導入グループ）までご連絡ください。

電話（０５８）２７７‐１０９１ E-mail : kigyo@gpc.pref.gifu.jp
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参加費無料

「新連携支援事業出張相談会」開催のお知らせ（無料）

当センターでは、独立行政法人中小企業基盤整備機構中部支部の新連携支援担当者を招き、毎月第３火

曜日に「新連携支援事業出張相談会」を開催しています。

９月の開催は、日 時：平成１９年９月１８日（火） １０：００～１７：００（事前予約制）

会 場：県民ふれあい会館１０階 産経センター内

「新連携支援事業」とは、分野の異なる様々な中小企業が「強み」を持ち寄って、大学や研究機関、NPO

の協力を得ながら、１社では実現できなかった製品やサービスを開発・提供し、新たなビジネスモデルで

市場を開拓しようというものです。

例えば、特定分野においては、大企業に負けない高い技術力やノウハウを持っているが、規模が小さい

ゆえに人材面、資金面等で様々な問題が発生し、市場化を図り、利益を上げることができない中小企業が

多く見られます。このような状況を打破し、うまくビジネスに結びつけることをサポートするのが「新連

携支援事業」です。

「今、検討しているビジネスプランは、新連携支援事業の対象になりそうか？」、「どのような要件をク

リアすれば新連携支援事業にチャレンジできるか？」、「そもそも新連携支援事業とは何か？」等、興味が

ある、検討してみたいという方は、是非、ご利用ください。

問い合わせ・申し込み先：産業支援部 野原 電話（０５８）２７７‐１０９３ E-mail : sangyo@gpc.pref.gifu.jp

賛 助 会 員 加 入 の ご 案 内
（財）岐阜県産業経済振興センターでは、県内の中小企業が元気になるように、お手伝いをしています。

私どもセンターの趣旨・活動に賛同していただける、賛助会員の募集を行っています。

一緒に元気な岐阜県づくりをめざしましょう。

○賛助会員の方々には次のような特典も用意しています。

１．情報検索サービス（企業情報、人材情報、文献・新聞記事情報など）の無償提供

２．図書・ビデオの貸出、送付サービス（郵送料無料）

３．講演会・研修会のご案内

４．その他各種調査研究報告書や定期刊行物の無償配布等

＜会費＞ 年度会費：５口以上（１口１万円）

問い合わせ先：総務部 纐纈 電話（０５８）２７７‐１０９０ E-mail : keiei@gpc.pref.gifu.jp

������������������		
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アセアンの経済事情に精通した専門家を招き、輸出入、投資、技術提携等さまざまなアセアンビジネス

に関する相談に個別にアドバイスします。

開催日：平成１９年９月２８日（金）

会 場：県民ふれあい会館４階 ４０８会議室

■アドバイザー：横山 徹氏［中小企業基盤整備機構の国際化支援アドバイザー］

■利 用 条 件：県内中小企業の方

■定 員：各回３社（先着順） ※１社あたりの相談時間は約８０分です。（予約制）

■申 込 方 法：最終ページの共通申込書をご利用ください。（ホームページからも申し込めます）

問い合わせ先：海外取引支援チーム 恩田、小島

電話（０５８）２７７‐１０９７ E-mail : kaigai@gpc.pref.gifu.jp
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〈産経センター共通申込書〉

送付先：FAX（０５８）２７３‐５９６１または（０５８）２７７‐１０９５

希望するイベント等項目に○印を記入してください。（複数可）

○印 イベント等項目 日時／会場

経済改革フォーラム 担当：総務部
1９．9/１４ １５：００～１８：００
岐阜グランドホテル ロイヤルシアター

もうかる企業術 ’０７ 担当：企業支援部
１９．１０／１１ 他
県民ふれあい会館 他

価格競争に嵌らない製品づくり 担当：中小企業支援センター
１９．１０／５ １３：３０～１５：３０
産経センター IT研修室

これからの時代に成功するネットショップとは
担当：中小企業支援センター

１９．１０／２３ １３：３０～１５：３０
産経センター IT研修室

初歩の方でも簡単にできる自社の経営体力分析
【通信欄に業種名を記入】 担当：中小企業支援センター

１９．１１／７ １３：３０～１５：３０
産経センター IT研修室

アセアンビジネス個別相談会
担当：海外取引支援チーム

１９．９／２８（予約制）
県民ふれあい会館４階 ４０８会議室

企 業 名 業 種

所 在 地
（〒 － ）

氏 名 役 職

電 話 （ ） － Ｆ Ａ Ｘ （ ） －

E-mail
アドレス

・無料メールマガジンを（希望する・希望しない） ○印を記入してください。

＠

通 信 欄

ご自由に
記入して
ください

�
�
�

�
�
�

産経センターメールマガジンをご利用ください（無料）
・「産経センターニュース」の内容や国・県や関係団体などのお知らせを掲載したメールマガジンを月

２回配信しています。また、８月からは企業の受発注情報に特化した「受発注版」も配信しています。

・お申し込みは、当センターのホームページ（トップページ上段の「メールマガジン」）から登録を

お願いします。

問い合わせ先：情報支援部（広報・予算グループ） 大洞 電話（０５８）２７７‐１０８２

お申し込みいただいた個人情報は、目的以外に利用いたしません

編集後記

皆さん、今年の夏はいかがでしたか。私は懸案であるダイエットが一向に進まず、体重は減るどころか、
増加傾向を示しています。このため、この秋は「スポーツの秋大作戦」と銘打って、運動による減量に取
り組むことを硬く決意しました。
さて、「産経センターニュース」は隔月発行になりましたが、その分内容の濃い「ニュース」にしていき

たいと思います。 （大）
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