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年年 頭頭 のの ごご 挨挨 拶拶
（財）岐阜県産業経済振興センター

理事長職務代理者

副 理 事 長 藤 原 勉

新年あけましておめでとうございます。

新しい年をご健勝でお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。旧年中に賜りました格別のご指導・ご

協力に厚くお礼申し上げます。

さて、全国的に見れば、戦後最長で続いておりました今回の好景気は、原油等の原材料高や円高が経営

を圧迫し始めております。とりわけ、中小企業においてはこの傾向が顕著になって参りました。

直近の当センターの景況調査においても県内企業における景況感は「価格転嫁は進むものの、更なる仕

入れ価格の上昇により景況感は低下した」となっており、こうした景気の先行き不透明の傾向は県内にお

いて一層顕著になっております。加えて米国のサブプライムローン問題で景気の先行きの不透明感は一層

増しています。

こうした状況下において当センターは次の方針にて県内中小企業の皆様の支援に取り組んで参りたいと

考えております。

特に、刻々と変化する社会経済環境の中で、県内企業のニーズを的確に把握し、これまで以上に迅速に

事業化、問題解決までを一気通貫で対応できるワンストップサービスの体制を徹底させるため、本年、当

センターに「モノづくり部門」（モノづくりセンター）を設置するとともに「財団法人岐阜県産業デザイ

ンセンター」との統合も予定されており、モノづくり、デザイン等も含めた岐阜県の産業経済の健全な発

展を目指し、中小企業の皆様とともに中小企業の経営環境を改善するための事業の展開をして参ります。

また、当センター自身の経営の健全性、安定性を確保していくため、コスト意識を基本において事業の

効率的執行を図るとともに、目標数値の設定と管理による事業執行の確実性を徹底し、さらに経営の健全

性・安定性に努めて参ります。

皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

■年頭のご挨拶 １

■平成１９年度岐阜県地域活性化ファンド

事業費助成金の第二次募集について ２

■モノづくりセンターを新設します ４

■平成２０年度 モノづくりセンター コーディネーター募集 ４

■受発注情報 ５

■売りたし・買いたし ６

■岐阜県の景況調査結果 ６

■中小企業地域資源活用相談窓口のご案内 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

■「輸出入船積実務研修（基礎編）」受講者募集 ８

■「中小企業セミナー」のご案内 ８

■海外ビジネス個別相談会 ９

■「IT活用マネジメント研究会」のご案内 ９

■産経センター共通申込書 １０

※※※※※※※※※※※※※※「「「「「「「「「「「「「「産産産産産産産産産産産産産産経経経経経経経経経経経経経経セセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーニニニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーーーースススススススススススススス」」」」」」」」」」」」」」はははははははははははははは隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔月月月月月月月月月月月月月月発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行でででででででででででででですすすすすすすすすすすすすす。。。。。。。。。。。。。。（（（（（（（（（（（（（（次次次次次次次次次次次次次次回回回回回回回回回回回回回回発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行はははははははははははははは３３３３３３３３３３３３３３月月月月月月月月月月月月月月））））））））））））））
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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
第第二二次次募募集集ににつついいてて（（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 TEL０５８‐２７７‐１０９３

※個別の事業内容については、県庁の各担当までお問い合わせください。

事 業 区 分 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）

事 業 区 分 事業内容・助成対象者 問い合わせ先

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、組合等、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）

①地域資源を活用した、地域密着型ビジネスの開業・経営革新

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

②商店街活性化

平成２０年１月 第３３９号
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３．助成金交付申請書の提出
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
付申請書を提出してください。
� 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。）
� 提出期限：平成２０年２月１８日（月）
� 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．助成金交付申請書の審査及び交付決定
提出された助成金交付申請書については、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、助成金採択の適否を判断します。

事 業 区 分 事業内容・助成対象者 問い合わせ先

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）

事 業 区 分 事業内容・助成対象者 問い合わせ先

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）

③地域のブランド創出・ものづくり支援

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

④まちづくり計画策定支援
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（財）岐阜県産業経済振興センターでは、平成２０年４月から新たに「モノづくりセンター部門」を設置し

ます。

場所は、県民ふれあい会館１０階の（財）岐阜県産業経済振興センター内です。

モノづくりセンターでは、新たに「コーディネーター」を配置して、県内中小企業へお伺いし、経営面、

技術面での各種支援、販路開拓・拡大、金融相談に対応させていただきます。

また、（財）岐阜県産業デザインセンターを統合して、新たに「デザインセンター部門」を設置しますの

で、デザインに関することにつきましても、お気軽にご相談いただけます。

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

平成２０年度

モノづくりセンター コーディネーター募集！

（財）岐阜県産業経済振興センターでは、平成２０年度から新たに設置するモノづくりセンターコーディ

ネーターを公募します。

中小企業の事業や経営実態に精通し、岐阜県内中小企業への支援に熱意のある方のご応募をお待ちして

います。

☆ 募 集 概 要

� 募集内容・区分

・民間企業などの経営部門、営業部門、販売部門または技術部門における実務経験や、金融機関の審査・

融資部門における実務経験、デザイナーとしての実務経験を活かし、岐阜県内の中小企業を支援する

コーディネーター

・経営担当、技術担当、販売促進担当、金融担当、デザイン担当の区分にて募集を行い、応募者の中か

ら全体で十数名程度を選定いたします。

� 主な活動内容

・モノづくりセンターにおいて、企業の経営面、技術面での各種支援、販路開拓・拡大支援、金融相談、

デザイン開発指導などの支援業務に従事していただきます。

・なお、支援業務には、直接訪問による企業指導を含みます。

� 応募手続き等

「履歴書」と「小論文」を下記送付先に郵送（簡易書留）してください。

〒５００‐８５０５ 岐阜市薮田南５‐１４‐５３ 県民ふれあい会館１０階

（財）岐阜県産業経済振興センター 総務部 小川 宛

� 受付期間 平成２０年１月１５日（火）～平成２０年２月８日（金）【必着】

� その他 詳細は「募集要領」をご確認ください。「募集要領」及び「履歴書」様式は、（財）岐阜県産

業経済振興センターホームページからダウンロードしてください。

（トップページ「トピックス」から）URL : http : //www.gpc.pref.gifu.jp

※採用の内定は、３月中旬以降の予定です。

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

※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

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

１２３
西濃

業務用オルダムリング

製品素材形状ロ１０３＊ロ
８７．５＊１６tのリング状
素材に両側面を凸凹
の加工を施します。材
質的に切削性はたや
すいのですが、寸法
精度がミクロンです。

マシニングセンター＃４０又はブラザータッピング
センター３１Aでも可能。加工治具・測定器台は貸
し出し。ダイヤエンドミル（初回は貸し出し）全
数検査（厚み検査・直角度検査）

アルミ（特殊）４Y３２ ３０００～５０００
西濃から車
で１．５時間
程 度

１２０
西濃

婦人服パンツ・スカート 縫製加工 縫製設備一式 西 濃

１２４
大阪

婦人服（ブラウス・ジャケッ
ト・スカート・パンツ）

縫い放し（まとめ可）
本縫いミシン、オーバーロックミシン、インター
ロックミシン

ニット
１ロット５０枚
～３００枚

岐 阜 県

１１７
愛知

充填機のベース
ステンレス製缶加
工、機械加工

ステンレス製缶加工設備一式、五面加工機２０００×
６０００

ステンレス ４台

１２６
岐阜

建設機械部品 塗装加工
焼け付き塗装、吹きつけ塗装（自然乾燥）（大き
さ１５００角位）

鉄板のカバー

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

１６３
中濃

５００万円
８人

板金溶接（アルミ、
ステンレス等）

プレスブレーキ、５０tプレス、シャーリングマシン、CO２自動溶接機、アルゴン溶接機、ミ
グ溶接機
【特徴】・レーザー・タレパン・ブレーキなど板金加工に対して、対応可能。

・高レベルの溶接技術加工。

自動車、バイク等

８６
中濃

５００万円
４人

制御盤組立 タッピングセンター、ベルトコンベアー、端子圧着機等 配電盤、配線器具

１６５
岐阜

個人
２人

トップ、ボトム、サ
ンプルの型取り
トワルチェック・
グレーディング

【特徴】型紙全般。マスターパターン、サンプルからの型どり得意。 紳士服、婦人服、子供服

９６
東濃

３００万円
５人

プレス金型加工
フライス加工機３台 平面研磨機 １台 ワイヤーカット放電加工機 ２台 プレストライ用
（１１０t） 成型研磨機 １台 CAD（三次元・二次元） NC放電加工機 １台
【特徴】各種プレス金型設計製作 トライまで

１６６
岐阜・
西濃

個人
４人

治工具加工
マシニングセンター、NCフライス盤、立フライス盤、ラジアルボール盤、平面研削盤
【特徴】高精度・単品物希望

治具部品

１３５
岐阜

個人
３人

一般切削加工
立マシニングセンター（２００φ、長さ５００まで） NC複合旋盤、帯のこ盤（バンドソー） 旋
盤（８尺～１２尺未満）
【特徴】鋳物以外可、単品可、材料支給希望

建設機械、鉱山機械

１５８
岐阜

４，５００万円
５０人

一般機械加工、
組立

各種フライス盤、研削盤類、プレーナー（３m未満）、三次元測定機、五面加工機（２×５）、
NC旋盤、各種MC（立、横、門）
【特徴】最新型横MCあり。素材手配から組・完まで一貫制作能力あり。

各種産業機械

８３
中濃

３００万円
５人

板金・溶接加工

プレスブレーキ ２５００mm １台、シャーリングマシン ２０００mm １台、コーナーシャー
３．２m/m 交直用アルゴン溶接機 ４台、CO２自動溶接機 １台、プラズマ溶断機 １台、
クランクプレス ６０t １台
【特徴】ステンレス材の板金・溶接加工を得意。

厨房機器、流し台等

８５
中濃

個人
４人

溶接・研磨加工
アルゴン溶接機 ２００A・３００A ４台、CO２自動溶接機 ２００A １台、プラズマ溶断機 １
台

ステンレス・アルミ製品の溶
接・研磨

８２
中濃

４，５７０万円
１５人

プレス加工

プレス ２５０t コイルライン付 １台、プレス２００t コイルライン付 １台、プレス２００t単発
／ロボットライン付 ４台、プレス１５０t単発 ３台、プレス４５t ８０t １１０t ３台、ショット
ブラスト ３台、TIG溶接ロボット １０台、焼鈍炉 １台、投影器 １台
【特徴】材質：鉄材、亜鉛メッキ鋼板、アルミ、ステンレス

電気機器部品、輸送用機器部品

７５
中濃

個人
３人

金型加工
立マシニングセンター １３００＊６５０ １台、NC立フライス盤 １台、ラジアルボール盤 １６００
１台、３次元CAD/CAM キャドシアス １台
【特徴】３００tまでのプラスチック金型対応可能。

プラスチック金型、ダイカスト
金型、熱間鍛造金型

１６２
岐阜

個人
５人

裁断加工
裁断機 ２台、延反機 １台、芯張機 １台、バンドナイフ １台
【特徴】婦人服のトップ、ボトムのどちらもOK。納期厳守。

婦人服全般

８０
岐阜

個人
２人

裁断加工
裁断機 ４台、延反機
【特徴】上物なら何でもOK、ボトム（パンツ以外）もOK。

婦人服の裁断加工

７８
西濃

１，０００万円
５０人

組立検品作業
１階部分：作業室１６０㎡、作業台＝５台 ２階部分：クリーンルーム（１０，０００クラス）１９０㎡ 実
体顕微鏡＝３５台、作業台＝４０台

電子部品検査

７６
岐阜

個人
２人

表装品加工（新調
及び仕立て替え）

掛軸、襖、その他製作作業設備一式、日本画、書等掛軸加工設備一式
【特徴】古書、画、軸の仕立て替え、古仏壇軸仕立て替え等、大量受注不可

掛軸、襖、日本画、書、額、屏風、
古書、古仏壇、仕立て替え等

☆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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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

岐阜県の景況調査結果
概況：価格転嫁は進むものの、更なる仕入れ価格の上昇により景況感は低下した。

【2007 年 10 ー 12 月期実績】
○ 景況ＤＩは製造業、非製造業ともに二期ぶりに低下。
○ 売上高ＤＩは四期連続で低下、輸出向け売上高ＤＩは二期ぶりに上昇。
○ 生産量ＤＩは五期連続で低下、受注量ＤＩは横ばいの前期をはさみ三期連続で低下。
○ 在庫量ＤＩは四期ぶりに低下。
○ 製品販売価格ＤＩは三期連続上昇、原材料仕入価格ＤＩは上昇、採算ＤＩは低下。
○ 二期連続悪化した資金繰りDＩ、再び悪化した借入れ難易感ＤＩ。
○ 設備投資実施DＩは再び低下、設備投資意欲ＤＩは四期連続低下。
○ 十六期連続で「不足超過」となった雇用ＤＩ。

【２００８年１ー３月期見通し】
○ 景況ＤＩは製造業、非製造業ともに若干の低下を予想している。

問い合わせ先：情報支援部（調査研究グループ） 小川
電話（０５８）２７７‐１０８２ E-mail : chosa@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‐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

B‐６０２
日研 大径面取りツール
パイ４０～８０ ほぼ使用
していません

日研工作所 AM３‐８０‐９０‐E
MT３ ４０～８０ １９９０年頃 １万円 本体・ブレード 税別 買主 １SET

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‐５９７ 円盤カンナ盤 不問 不問 不問 応談 税別 買主 １

A‐５９８ 溶接ロボット（CO２） パナソニック ダイヘン 応談 応談 ロボット本体、溶接
機、台 税込み 買主 １

A‐６０３ 振動バレル 敷島チップトン
（他メーカーも可） １００リットル なるべく

新しいもの 応談 インバータ付 応談 買主 １
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参加費無料

中小企業地域資源活用相談窓口のご案内
～地域資源を活用した中小企業の新たな事業展開を支援します～

（財）岐阜県産業経済振興センターは、「中小企業地域資源活用プログラム」の一環として、地域資源を

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等を対象に「事業化の実現」に向け、事業計

画の構想段階からブラッシュアップ、フォローアップ支援まで一貫したハンズオン支援を、中部地域支援

事務局（中小企業基盤整備機構中部支部）と協働で行い、地域経済の活性化を支援します。

◆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」、「鉱工業品の生産技術」、

「文化財、自然の風景地、温泉等の観光資源」。（※県が策定した「基本構想」に指定）

◆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？

●専門家によるアドバイス ●地域資源活用売れる商品づくり支援補助金

●政府系金融機関による低利融資 ●高度化融資 ●信用保証の特例 ●設備投資減税

●中小企業基盤整備機構が主催する商談会、アンテナショップへの優先的出展等、様々な支援

◆本県から４件の事業計画が第２号認定を受けました

今年度２回目の地域産業資源活用事業計画の認定が平成１９年１２月１０日に行われ、県内からは下記の４

件の事業が認定を受けました。

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

����������������		

������

������������������������
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２０年２月１５日（金） １３：３０～１５：３０

会 場：関商工会議所（関市本町２－１）

■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：１０名（先着順、１社につき１名まで）

■申込締切：平成２０年２月１日（金）

■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

㈱たかすファーマーズ

（郡上市）

“ひるがのの牛乳”を使った日本初の超低脂肪、高たんぱくのソースチーズ

「カンコワイヨット」を中心とした乳製品の製造・販売

玉川窯業㈱

（多治見市）

美濃焼の技術を活かしレンガの風合いを持った、比重１．０を切る水に浮く超軽

量タイル『カルセラ』の製造・販売および外壁リフォーム工事の提案

㈱D Art

（関市）

斬新なアイデアとデザイン力に自動車部品の加工技術を融合させた、日本初の

前輪二輪形式での三輪自動車「トライク」の製造・販売

長谷川刃物㈱

（関市）

関の刃物の機能性に遊び心とデザイン性を加えた、使って楽しい新ブランド

「HARAC」の確立・展開事業

平成２０年１月 第３３９号
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参加費無料

～第４回海外ビジネス人材育成塾～

「輸出入船積実務研修（基礎編）」受講者募集
海外ビジネスを担う人材育成のため、県内企業関係者を対象に海外取引に必要な実務やノウハウを勉強

していただく研修『海外ビジネス人材育成塾』を開催します。

研修は「輸出入船積実務（基礎編）」と題し、海外取引に不可欠な“船積実務の基礎”を実務経験豊富

な講師がわかりやすく講義します。

初心者の方、もう一度最初から船積実務を学びたい方に最適です。この機会に是非ご参加ください。

日 時：平成２０年３月３日（月）、１０日（月）、１４日（金） １３：３０～１８：３０（計１５時間）

会 場：県民ふれあい会館４階 ４０５会議室

■研修内容

○貿易の形態、契約締結までの流れ

○建値条件、海上輸送、運賃、保険

○決済方法、L/Cの読み方

○輸出船積手順、船積書類、船腹予約、輸出通関

○輸入の流れ ○航空貨物輸送

○外国為替 ○船積書類作成演習 等

■講 師：若宮 鈴子氏（㈱ベルキャリエール講師）

■対 象：県内企業の方、県内にお住まいの方

■定 員：２４名（先着順）

■費 用：７，５００円（テキスト代含む）

■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 早川、小島

電話（０５８）２７７‐１０９７ E-mail : kaigai@gpc.pref.gifu.jp

「「中中小小企企業業セセミミナナーー」」ののごご案案内内
～企業経営基盤の強化・発展のヒントを提供します～

近年、経済のグローバル化により製品の価格競争が激しくなり、消費者ニーズの多様化により商品やサー

ビスのライフサイクルは短期化しています。また、J-sox 等の法規制や税制改正等があり、市場競争はま

すます厳しくなります。

そこで、県内中小企業の経営者の皆様に、経営・経済について理解を深めていただくとともに、経営基

盤強化に資する情報提供を行うことを目的に下記のとおりセミナーを開催します。

１．失敗しない事業承継
～税制改正のポイントと事業承継の成功事例・失敗事例を分かりやすく解説～

～当センターの調査研究「中堅・中小企業の事業承継とM&A」の発表～

日 時：平成２０年１月１８日（金） １３：３０～１６：００

講 師：吉川富浩事務所 所長 吉川 富浩 氏

当センター 情報支援部 主任研究員 川合 浩

２．かしこい決算対策のやり方
～知っている人が得をする節税方法をわかりやすく解説～

日 時：平成２０年２月６日（水） １４：００～１５：３０

講 師：（株）中央経営コンサルティング 小栗 悟 氏

■会 場：県民ふれあい会館１４階 展望レセプションルーム

■対 象 者：県内中小企業経営者及び従業員

■定 員：各セミナーとも５０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：情報支援部（調査研究グループ） 若林

電話（０５８）２７７‐１０８５ FAX（０５８）２７３‐５９６１ E-mail : wakabayashi@gpc.pref.gifu.jp

��������	
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参加費無料����������������		

��
中国、アセアンのビジネス事情に精通した専門家を招き、現地企業との取引（輸出入）、投資、技術提

携等あらゆる中国、アセアンに関するご相談に応じる個別相談会を実施します。

＜中国ビジネス＞ 開催日：平成２０年１月２８日（月）
会 場：県民ふれあい会館４階 ４１０会議室

・アドバイザー：太田光雄氏［中小企業基盤整備機構の国際化支援アドバイザー］

＜アセアンビジネス＞ 開催日：平成２０年２月２９日（金）
会 場：県民ふれあい会館４階 ４１０会議室

・アドバイザー：中村大二郎氏［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 小島、早川

電話（０５８）２７７‐１０９７ E-mail : kaigai@gpc.pref.gifu.jp

IT 活用マネジメント研究会のご案内
「エクセル活用 経営革新講座」～会社を“見える化”して経営力UPを目指す～
社内・外の多様な情報を客観的に分析し、的確な意思決定を行っていく経営が求められています。そこで今回は、

身近な ITツール Excel を用いて「４つの視点で経営分析→意思決定→改善実行」というステップで経営革新を実現

する手法（４DM）を採り上げました。

「Excel を単なる集計ソフトとしてだけでなく、業務や経営にもっと活用したい」「経営革新をすすめる具体的な

手法を学びたい」と、常日頃考えておられる経営者の皆様に、是非お勧めしたい研究会です。

◇講 師

＊安田徹氏・酒井隆司氏（中小企業診断士、ITコーディネーター）

◇会 場

＊県民ふれあい会館１０階 岐阜県産業経済振興センター内 IT研修室（岐阜市藪田南５丁目１４番５３号）

◇研修時間

＊９時３０分～１６時３０分（昼食時間１時間を含む）

◇受講資格

＊県内中小企業の経営者（及び経営企画スタッフ）の方 ※基本的なエクセル操作ができる方を対象とします。

◇受講料

＊各講座２，０００円（テキスト代を含む） ※当センターの賛助会員は半額です。

◇定 員

＊各講座１８名（残りわずかです）

※申込順とさせていただきます。また、応募者多数の場合は１社１名とさせていただきます。

◇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）。

※通信欄に、ご希望の講座№と開催日を記入してください（１つでも複数でも結構です）。また、当センター

の賛助会員の方はその旨記入してください。

◇受講決定

＊受講の可否及び受講料のお支払方法は郵送にてお知らせします。

◇受講のキャンセル

＊キャンセルされる場合は、できるだけ早くお知らせ願います。なお、講座開催の５日前（土、日、祝日は除く）

以降のキャンセルの場合は、所定の受講料をお支払いいただきます。できる限り代わりの方に出席いただきます

ようお願いします。また、一度納められた受講料はお返しできませんのご了承願います。

問い合わせ先：情報支援部 大洞

電話（０５８）２７７‐１０８２ FAX（０５８）２７３‐５９６１ E-mail : oobora@gpc.pref.gifu.jp

№ 学習内容・研修目的 開催日 締切日

１
顧客の視点（顧客分析） ・顧客の満足度を向上させるポイント

・顧客の格付け、顧客動向の分析
２月７日
（木）

１月２４日
（木）

２
内部プロセスの視点（売上分析と適正在庫）

・商品の収益性、効率性、成長性の分析による戦略・撤退
・乱数シミュレーションを使った商品の仕入れ、在庫の管理

２月２１日
（木）

２月７日
（木）

３
従業員の視点と経営改善の進め方 ・従業員のやる気を向上させるポイント

・経営分析によって抽出された複数課題の改善方法
３月６日
（木）

２月２１日
（木）

平成２０年１月 第３３９号
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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

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

２０．2/１５ １３：３０～１５：３０

関商工会議所

輸出入船積実務研修（基礎編） 担当：海外取引支援チーム
２０．３／３、１０、１４ １３：３０～１８：３０

県民ふれあい会館４階 ４０５会議室

失敗しない事業継承 担当：情報支援部
２０．1/１８ １３：３０～１６：００

県民ふれあい会館１４階 展望レセプションルーム

かしこい決算対策のやり方 担当：情報支援部
２０．2/６ １４：００～１５：３０

県民ふれあい会館１４階 展望レセプションルーム

中国ビジネス個別相談会 担当：海外取引支援チーム
２０．１／２８（予約制）

県民ふれあい会館４階 ４１０会議室

アセアンビジネス個別相談会 担当：海外取引支援チーム
２０．２／２９（予約制）

県民ふれあい会館４階 ４１０会議室

IT活用マネジメント研究会「エクセル活用 経営革新講座」

【通信欄に希望の講座№と開催日を記入】 担当：情報支援部

２０．2/７、２１、３／６ ９：３０～１６：３０

産経センター IT研修室

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

�
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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

初詣に行かれましたか？ わが家では、新年を迎えると近所の神社に初詣に行くのが恒例となっていま

す。家族の健康を願い、今年も良い年でありますようにと手を合わせていると、何だかとても謙虚な気持

ちになります。いつもこのような気持ちでいたいものですが、なかなか難しいですね。

今年も「産経センターニュース」をよろしくお願いいたします。 （大）
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