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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。

平成２０年度第１回事業可能性評価等委員会（委員長：牛込 進（株）ＴＹＫ会長）を９月１２日に開催し

ました。その結果、５企業が最高の評価である「Ａ評価（事業可能性が高い）」を受けました。

Ａ評価証交付式・懇談会を９月３０日に開催し、当センター豊田理事長から各企業の代表者に評価証を交

付するとともに、引き続き懇談会を開催し、各企業から事業の概要を説明いただくとともに、意見交換を

行いました。Ａ評価を受けられた企業及び評価事業は次のとおりです。

事業可能性評価を受けたこれら企業には、継続的なアドバイスやフォローアップ等、企業の成長段階に

応じ、必要な支援を行ってまいります。

企 業 名 代表者氏名 評価事業

①塩村建工株式会社（岐阜市） 代表取締役 江崎 雅夫
土木・解体工事における廃土分別装置（振動
スクリーン）の開発

②有限会社田中鉄工所（高山市） 代表取締役 田中 宏知 落雪 STOP（らくせつストップ）

③株式会社クライムキューブ（大垣市） 代表取締役 泉野民比古 ブライダル特化型メディアによる広告事業

④株式会社宝機材（瑞穂市） 代表取締役 浅野 寛榮 LS ハイテングレーチングの製造販売

⑤マルイクレイアンドセラミックス
株式会社（多治見市）

代表取締役 伊藤眞一郎
新磁器素材と高密度多重版転写を駆使したオ
リ ジ ナ ル ブ ラ ン ド「TeaCha」「TeaRoad
５０００」の販路拡大

■今年度第２回「事業可能性評価企業」を、１１月３０日まで募集しています。

「評価申請書」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。

問い合わせ先：モノづくりセンターお客様担当平工 電話（０５８）２７７‐１０８０

平成２０年９月３０日 事業可能性Ａ評価証交付式・懇談会

■ 平成２０年度第１回事業可能性評価事業で５社「A評価」

１
■ 第３回海外ビジネス人材育成塾 ２
■ 中国・アセアンビジネス個別相談会 ２
■ セミナー『開発力の実践による業績向上の実現』 ３
■ 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』 ３
■ 実践！ビジネスマナー講座 ３
■ 受発注情報 ４
■「ベトナムビジネス環境調査ツアー」を実施しました ５

■ 設備投資制度のご案内 ６
■「環境経営講演会・セミナー」を開催しました ６
■１１月は下請適正化推進月間です ７
■ 岐阜県の景況調査 ８
■ TAKUMI工房からのお知らせ ８
■ 平成２０年度岐阜県中小企業資金融資制度改正の

ご案内 ９
■「全国伝統的工芸品まつり・ぎふ」のご案内 ９
■ 人材投資促進税制が変わりました ９
■ 共通申込書 １０
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　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”を実務経験豊か

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。

■開催日時：平成 20 年 12 月 5 日 ( 金 )、8 日 ( 月 )、11 日 ( 木 )　13:30 ～ 18:30（計 15 時間）

■会　　場：県民ふれあい会館 4 階　402 会議室（5 日、8 日）、401 会議室（11 日）

■研修内容：○貿易実務のポイント

○輸出の流れ、仕事

○輸出入書類の読み方・作成演習

○海上輸送、運賃、専門業者の説明

○輸入の流れ、仕事

○関税の説明　等

■講　　師：木村 雅晴 氏　（( 株 ) サンエリート講師）

■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：地域産業支援センター　企業支援部　海外取引担当　高橋、小島

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

～第３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

　中国、アセアンの経済事情に精通した専門家を招き、輸出入取引、投資、技術提携等さまざまな海外ビ

ジネスに関する相談に個別にアドバイスします。

　中国、アセアンへのビジネス展開をご検討中の方、何かお困りの方、この機会を是非ご活用ください。

■対　　象：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：地域産業支援センター　企業支援部　海外取引担当　小島、高橋

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

中国・アセアンビジネス個別相談会

＜中国ビジネス個別相談会＞
■時期：平成 20年 12 月 3 日（水）　会場：県民ふれあい会館 4階　408 会議室
　アドバイザー：山田 渉 氏（中小企業基盤整備機構の国際化支援アドバイザー）
＜アセアンビジネス個別相談会＞
■時期：平成 20年 12 月 18 日（木）　会場：県民ふれあい会館 4階　408 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）
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　講師自らが大手音響メーカーと自動車部品メーカーで実践した“お金を使わずに知恵とアイデアで実現”

した市場開拓と玉づくり、人づくりの事例を紹介します。

■主な内容：知恵とアイデアで実現する

①市場開発　②技術・商品開発　③プロセス開発　④人財開発

■講　　師：大久保陽一（モノづくりセンター　コーディネーター）

■対　　象：中小企業経営者、幹部社員など

■定　　員：20 名（先着順としますが、希望者多数の場合は 1 社 1 名とさせていただく場合があります）

■申込締切：平成 20 年 11 月 19 日（水）

■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込できます）

問い合わせ先：モノづくりセンター 事業推進部 お客様担当　野村、大久保

電話（058）277-1080　　 FAX（058）273-5961　　E-mail：monodukuri@gpc.pref.gifu.jp

日　時：平成 20年 11 月 28 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

　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。

■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ので、ご持参ください。

④　経営革新計画の取組み方

■講　　師：清水　重男（モノづくりセンター　移動相談員）

■対　　象：県内中小企業経営者及び管理者（法人に限る）

■定　　員：10 名（先着順、１社１名まで）

■申込締切：平成 20 年 11 月 19 日（水）

■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：モノづくりセンター　河村、野村

電話（058）277-1080　　E-mail：monodukuri@gpc.pref.gifu.jp

日　時：平成 20年 12 月３日（水）　13:30 ～ 15:30
会　場：大野町商工会（揖斐郡大野町黒野 924-1）

セミナー『開発力の実践による業績向上の実現』 参加費無料

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』 参加費無料

　（株）ファミリーマートが開発した「若者の就職基礎能力を高める研修カリキュラム」を活用し、就職

活動や入社後、様々な分野で活かせる実践的なビジネスマナー研修を開催します。

■内　　容：身だしなみ、挨拶、姿勢、販売心得、面接心得、就業心得など、社会人として必要なビジネ

スマナーの基礎を学びます。

■対 象 者：若年の求職者や労働者等　約 20 名

■申込方法：最終ページの共通申込書をご利用ください。

問い合わせ先：人材チャレンジセンター（ジンチャレ！）　土本・鈴木　電話（0120）89-1149

日　時：平成 20年 11 月 20 日（木）　13:30 ～ 16:00
会　場：岐阜県シンクタンク庁舎（県民ふれあい会館東）5階　大会議室

実践！ビジネスマナー講座 参加費無料
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発注 下記の企業から発注の申込がありますので、受注をご希望の方は下請取引担当まで申し出てください。

受注 下記の企業から受注の申込がありますので、発注をご希望の方は下請取引担当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

265
愛知県

工作機用の成形部
品、ホルダー・ブロック
（少量多品種）

プラスチック成形加
工

射出成形機 ５０～８０ｔクラス（ガラ
ス繊維対応）

・ガラス、カーボン入
りポリアセタール黒色

３，０００ ～
５，０００個

県 内

２５２
愛知県

洗面化粧台の照明カ
バー

金型調達～異形押
出成形加工

押出成形機 φ１００以上 【照明カ
バーのため品質上外観が重要視さ
れ、これに対応できる企業】

PS（白）
１０００本 ／
月

県 内

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

２５８
岐阜

個人
７人

機械加工
立ＭＣ（５００＊５００）×１２台、横ＭＣ（６００＊４００）×２台、その他フライス盤、
ＮＣ旋盤 等
【特徴】従来はベアリング部品を生産

小物部品の量産物

２４４
飛騨

３００万円
１４人

機械加工
ＮＣ旋盤（バーフィーダー付）６インチ １６台、単能盤 １５台

【特徴】１ロット１１０個以下の少量品から１０万個単位の量産品まで対応
自動車部品、油圧部品

２５６
岐阜

３００万円
１２人

機械加工

立マシニングセンター ７台 （４、５、７番）、ＮＣフライス盤、立フライス
盤２台、平面研削盤、ワイヤーカット放電加工機

【特徴】焼き入れ後の難削材も加工可能。SKD１１、ステンレス３０３、３０４得
意。

治工具

２６１
岐阜

３００万円
６人

機械加工

立マシニングセンター Ｖ６５５／６０ １５００×６５０×６５０ １台、立マシニング
センター ＭＴＶ５１５Ｎ １０５０×５１０×５６０ １台、立マシニングセンター
ＶＴＣ２００Ｃ １９５０×５１０×５１０ １台、立マシニングセンター ＥＶ４５０－
２ＡＰＣ ５００×４５０（２パレ） １台、ＮＣフライス盤 ３２０×７００ １台、
平面研削盤 ６００×３００ １台、立・横フライス盤 ３台
【特徴】材質：ＳＳ、アルミ、鋳物、ＳＵＳ等

各種専用機部品、治工
具、アルミダイカスト部品

２５７
岐阜

個人
６人

機械加工

ＮＣ旋盤 φ３００～４５０×１０００～４０００㎜ ４台、旋盤 φ３８０～５２０×
２０００～４０００㎜４台、ダイナミックバランスマシン φ８００まで×７０００㎜ １
台
【特徴】材質：鉄、ステンレス、アルミ等

ゴムローラー、金属ロー
ラー

２５３
中濃

個人
４人

機械加工

立型マシニングセンター ＃７ １台、立型マシニングセンター ＃５
１台、ＮＣフライス盤 ＃３ １台、立型フライス盤 ＃１．５ １台、立型
フライス盤 ＃３ １台、横型フライス盤 ＃２ １台、ＣＯ２自動溶接
機 １台、ラジアルボール盤 １台
【特徴】材質：鉄、ステンレス、アルミ

専用機部品等

２６３
西濃

個人
２人

製缶、機械加
工

立フライス盤、ラジアルボール盤、卓上ボール盤、型鋼切断機、アーク溶接
機、ＣＯ２自動溶接機、TIG溶接機、天上クレーン、油圧プレス ２００ｔ

【特徴】厚物６～５０㎜の製缶・溶接・機械加工

建設機械部品、金型部
品

２５５
西濃

３００万円
７人

スポット溶接
スポット溶接機 ２５－７０KVA×２２台、プレス機 １０Ｔ－３０Ｔ×３台、ベン
ディングマシン×３台、バット溶接機 等
【特徴】板厚 ３ｍｍまで可能

自動車付属部分品
照明器具等のスポット溶
接

２６４
西濃

個人
２人

溶接・ロー付
け加工

ロボットCO２半自動溶接機 ３００Ａ ２台、ロボット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

電機部品、自動車部品

２６２
岐阜

１，０００万円
８人

製缶・溶接加
工

３本ロール ２０００ １台、４本ロール ２０００ １台、シャーリングマシン
１３×２４００ １台、シャーリングマシン ６×１２００ １台、ＣＯ２溶接機
３５０Ａ ３台、バンドソー φ２５０まで １台、パワープレス １００ｔ １
台、旋盤 φ１２００×２０００ １台、旋盤 φ１１００×１０００ １台、旋盤 φ
１５００×２０００ １台、
【特徴】大物部品の旋盤加工のみも可能

コンクリートパイル先端
金具、各種製缶・溶接
品

☆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、既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：地域産業支援センター 企業支援部 下請取引担当 電話（０５８）２７７‐１０９２ E-mail : kigyo@gpc.pref.gifu.jp

【予告】広域商談会ぎふ２００９（仮称）
日時：平成２１年２月１９日（木） １３：００～ 場所：大垣フォーラムホテル

追って、産経センターＨＰ・メールマガジンでご案内します。

�������	
��������������
９月３０日（火）～１０月５日（日）、「ベトナムビジネス環

境調査ツアー」を実施しました。ベトナムへの進出、ビジ

ネス拡大に関心のある県内企業７社８名の方にご参加いた

だき、ホーチミン・ダナン・ハノイの日系企業、ローカル

企業等を訪問、また機械金属国際展示会メタレックスベト

ナムを視察しました。チャイナプラスワンと言われるベト

ナムの経済・投資環境の生きた情報が得られ、参加された

方からは今後のビジネス展望が開けたとの感想をいただき

ました。

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

２４６
中濃

３００万円
６人

プレス加工
クランプレス１０t１５t２５t５０t８０t１５０t、レベラー、フリクションプレス５０t５５t
８０t１００t１２０t１５０t２００t、コンターマシン、ワイヤーカット放電加工機、研磨
機、セーパー、フライス盤、タッピングマシン

刃物部品、自動車部品

２４７
飛騨

５００万円
４人

プレス加工（打
抜き、曲げ、絞
り加工等）

順送プレス（レベラーフィーダ付）１００t １台、順送プレス（レベラーフィーダ
付）４５t １台、単発プレス（ダイクッツション付）１１０t １台、単発プレス７５t

１台、単発プレス（ダイクッツション付）６０t １台、単発プレス４５t １台、
単発プレス３５t １台、トラック８t １台
【特徴】材質：SPCC、SPHC、アルミ、ステンレス等

自動車部品、電機部品

２４５
岐阜

３００万円
８人

樹脂製品の各
種治工具設
計・製 作、３
次元モデリン
グ、樹脂モデ
ル切削加工、
クッション材の
切削加工

３次元CAD（CATIA Ｖ５）１台、３次元CAM（MASTAR CAM）
１台、２次元CAM（WINSTA CAM）１台、マシニングセンタ（FANUC
ROBDORILL α‐Ｔ１４ｉ）２台、ＮＣ加工機（ＮＣ ５SK）１台、真
空注型機３台、乾燥炉 ３台、ラクソー １台、ブラスター １台、パネル
ソー（SHINXHP３）１台、塗装ブース １台
【特徴】治具の軽量化、コスト低減の提案。柔軟性のある物性を持つ材料の
切削加工が得意（軟質発泡／スポンジ／ゴム）

検査治具、組付け治
具、受け治具、マスキン
グ治具等、３次元モデリ
ング、樹脂モデル、真空
注型

２５１
西濃

３００万円
１１人

研削加工等 ＮＣ研削盤 単能盤 ペンチレース 万能研削盤 ドリル研削盤
超硬ドリルの研磨 水
栓蛇口の組付

２５４
西濃

３００万円
４人

金型加工
各種研削盤、ワイヤーカット放電加工機、旋盤、NC倣いフライス、プレス機等
【特徴】自動車用を主に、３００ｔまでのプレス金型製作

プレス用金型

２６０
中濃

３００万円
７人

塗装化工（焼
き付け塗装）

静電塗装装置 ３台、ハンマートン用手動静電塗装装置 ２台、ベル型
自動塗装装置 ２台、手動粉体塗装装置 ２台、コンベアー式乾燥炉
一式
【特徴】ワークサイズ：Ｌ２４００×Ｈ２０００×Ｄ８００、最大荷重 約３０ｋｇ、希望
ロット：１００～１，０００個程度

店舗、什器、乾燥機、配
電盤、機械部品等

２５２
中濃

１，０００万円
２０人

木工加工

ＮＣボーリング、パネルソー、ランニングソー、リッパー、ＮＣルーター、ＮＣダ
ボ打機、木工ボール盤、自動ビス締付機、エッジバンダー、エッジ巻、ＮＣテ
ノーナー
【特徴】材質：合板、パーチクルボード、フラッシュ板ロット：１～３００台

厨房家具（吊り戸棚）、
洗面台、流し台、下駄箱
等

２５０
中濃

６０万円
２人

設計・プログ
ラム加工

VB、VC＋＋、VB、NET、ACCSSVBA、EXCELVBA
【特徴】設計・プログラム加工

設計・プログラム加工

２５９
西濃

個人
６人

軽作業（手作
業）

作業台 リフト 軽作業（手作業）
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設備投資でパワーアップ！　公的制度で設備投資を応援します
～平成２０年４月からリース料率を下げ、さらにご利用しやすくなりました～

制 　 度 　 名 設 備 貸 与 制 度（①割賦、②リース）
http://www.gpc.gifu.jp/setubi/taiyo/kappu.htm

資　金　貸　付　制　度
http://www.gpc.gifu.jp/setubi/taiyo/kashituke.htm

内 　　　　 　 容

経営基盤の強化に必要な設備を当センター
が商社・メーカーから直接購入し、それを
みなさんに「割賦販売」または「リース」
します。

経営基盤の強化に必要な設備を購入されると
き、設備額の２分の１を限度に当センターが
みなさんに無利子で「資金貸付」します。

対 象 と な る 方
・従業員２０人（商業・サービス業は５人）以下の小規模企業者
・一定の要件を満たしている従業員５０人以下の中小企業者

貸与・貸付限度額
６，０００万円（１００万円以上）
　※消費税込み

４，０００万円（５０万円以上）
  ※設備額の２分の１以内

貸 与・ 貸 付 期 間 ７年以内

利 　 子 　 等

①割賦損料（年率）：２．４％
②月額リース料率 ：３年　　2.985％

４年　　2.291％
５年　　1.866％
６年　　1.589％
７年　　1.388％

無利子

連 帯 保 証 人
必　要（申請額 2,000 万円以下の場合は申請
　　　　企業の役員等でも可）

第三者保証人が必要

担　　　　　　 保 財務内容などによっては、不動産等の担保を提供していただくことがあります。

メ リ ッ ト

・金融機関の借入枠や信用保証協会の保証枠とは別枠でご利用いただけます。
・元金据置期間（最長１年）があり、設備投資初期の返済負担を軽減できます。（リースを除

きます）
・長期固定金利のため、金利上昇による負担増の心配はありません。

　◇資料（パンフレット・申請書）のご請求、ご相談はお気軽にどうぞ。

　　なお、申請書はホームページ（http://www.gpc.pref.gifu.jp/list/list.htm) からダウンロードできます。

問い合わせ先：地域産業支援センター 地域振興部　設備導入担当

　　　　　　　電話 (058)277-1091　E-mail：kigyo@gpc.pref.gifu.jp

　当センターは、岐阜県工業会などとの共催により、10

月 22 日（水）に大垣市のソフトピアジャパンで、環境に

配慮したモノづくり戦略の講演会と、マテリアル・フロー・

コスト会計（ＭＦＣＡ）普及セミナーを開催しました。

  名古屋大学の青正澄教授が「求められる環境配慮型都市

政策とエコものづくり戦略」と題して、中小企業における

今後の戦略などについて講演。ＭＦＣＡセミナーでは、日

本能率協会コンサルティングのチーフコンサルタントなど

が、環境配慮の企業配慮の企業経営手法についての考え方

や導入事例、普及法を解説しました。 

　参加された 140 名の方々からは、「資源使用量・廃棄物

発生量の削減に取り組むうえで非常に参考になった」など

の感想をいただきました。

「環境経営講演会・セミナー」を開催しました
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＊＊＊＊＊11 月は下請取引適正化推進月間です＊＊＊＊＊

　親事業者と下請事業者との取引（下請取引）については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小

企業振興法」による振興基準において、親事業者（発注者）の義務や禁止行為のルールなどが定められて

います。国では定期的に下請取引の実態を調査するなど、下請取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法

 【親事業者の義務】

　○取引条件等を記載した注文書の交付　○下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存

　○下請代金の支払期日を定めること　　○遅延利息の支払

 【親事業者の禁止行為】

　○買いたたき　○下請代金の減額　　○受領拒否　　○下請代金の支払遅延

　○返品　　　　○物の購入強制・役務の利用強制　　○報復措置

   ○有償支給原材料等の対価の早期決裁    

   ○割引困難な手形の交付　○不当な経済上の利益の提供要請

   ○不当な給付内容の変更・やり直し

下請中小企業振興法

 【振興基準】

   ○下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善

   ○下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化

   ○対価の決定の方法、納期の検査の方法その他取引条件の改善

   ○下請事業者の連携の推進

※平成 20 年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語

「下請法　知らなかったじゃ　すまされない」守って築く　会社の信用
　11 月は下請取引適正化推進月間です。全国各地において下請取引適正化推進講習会（参加費無料）を

開催するほか、全国の公正取引委員会の地方事務所や経済産業局で、下請取引に関する相談等にも応じて

います。

  詳しくは以下の連絡先にお問い合わせください。

   公正取引委員会　取引部企業取引課
   電話 (03)3581-3373
   http://www.jftc.go.jp

  中小企業庁　取引課
  電話 (03)3501-1511
  http://www.chusho.meti.go.jp

   公正取引委員会　中部事務所
   電話 (052)961-9424

  中部経済産業局
  電話 (052)951-2748

「下請取引適正化推進講習会」（岐阜県会場）のご案内

 
  日時：平成 20 年 11 月 25 日（火）　13:30 ～ 16:30

  会場：県民ふれあい会館３階　　302 大会議室

■内容：「下請代金支払遅延等防止法」　「下請中小企業振興法」の概要説明

■申込締め切り：１１月１８日（火）　　■定員：１００名

問い合わせ・申し込み先：中部経済産業局　産業部中小企業課

〒 460-8510　名古屋市中区三の丸 2-5-2

電話 (052)951-2748    FAX(052)951-9800

参加費無料
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岐阜県の景況調査結果
概況：景況感は引き続き受注量の減少や仕入価格の高止まりにより、小幅ながら更に低下。

【2008年7－9月期実績】

○景況ＤＩは四期連続でさらに低下。

○売上高ＤＩは小幅ながら七期ぶりに上昇、輸出向け売上高ＤＩは三期ぶりに上昇。

○生産量ＤＩは横ばいながら八期連続で低下、受注量ＤＩは四期連続で低下。

○在庫量ＤＩは二期ぶりに低下。

○製品販売価格ＤＩ、原材料仕入価格ＤＩとも小幅ながら二期連続で上昇。採算ＤＩは四期連続の低下。

○資金繰りＤＩは五期連続悪化、借入れ難易感ＤＩは四期連続悪化。

○設備投資実施ＤＩは横ばい、設備投資意欲ＤＩは七期連続低下。

○雇用ＤＩは十九期連続で「不足」超過ながらも上昇傾向。

【2008年10－12月期見通し】

○景況ＤＩは製造業、非製造業ともにほぼ横ばいを予想している。

ＴＡＫＵＭＩ工房（ＪＲ岐阜駅隣接・アクティブＧ３階）からのお知らせ
◎岐阜匠「匠の技・木の作品展」
　匠の技で制作された木の小物を中心に一位一刀彫など木を素材にした作品や製品を紹介します。木の温も
りや伝統的な美しさにこだわった商品をご覧ください。          
　　■開催期間　平成20年11月5日（水）～11月27日（木）　営業時間　10:00～19：00 
　　■開催場所　岐阜匠（地場産品をセレクトしたアンテナショップ）

◎岐阜匠「クリスマスフェア～素敵な贈り物～」
　クリスマスに向けてジュエリー作家作品、陶器、木工玩具など県産品でクリスマス
のギフトを提案します。また、本格的な冬に向けて暖かさを運ぶマフラー、スカーフ、
などを揃えました。                         
　今年のクリスマスはぜひ、大切な方へのプレゼントを岐阜匠で探してみてください。 
　　■開催期間　平成20年11月28日（金）～12月25日（木）　営業時間　10:00～19：00 
　　■開催場所　岐阜匠 

問い合わせ先：デザインセンター　ＴＡＫＵＭＩ工房事業部　　電話（058）269-3188 
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～平成20年10月１日からの改正点～
　原油・原材料価格高騰の影響などにより、厳しい経営環境におかれている事業者を支援するため、「経済変動対策資

金」の運転資金の融資限度額を4,000万円から8,000万円（運転資金・設備資金を合わせて）に引き上げました。（※た

だし、平成21年3月31日まで。）　

　詳しくは、岐阜県産業労働観光部中小企業課ＨＰに掲載しておりますのでご覧ください。

　http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11363/yuushi/index.htm

～融資のお申込み・ご相談は～
　県制度融資取扱金融機関の県内店舗で受け付けています。手続き方法は金融機関所定です。

　なお、お申込みに際しては金融機関及び県信用保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合もあります。

問い合わせ先：岐阜県産業労働観光部中小企業課 資金融資担当　　電話：（058）272-1111 内線3065・3066

　飛騨春慶、一位一刀彫、美濃焼、美濃和紙、岐阜提灯をはじめとする日本各地の伝統的工芸品と、岐阜和傘、大垣の

桝など県指定の郷土工芸品を一堂に集め、「全国伝統的工芸品まつり・ぎふ」を開催します。

　伝統的工芸品は、現代産業にも通じる「モノづくり」の原点であるとともに、生活に豊かさと潤いをもたらす財産です。

全国選りすぐりの逸品が県内に集まるこの機会に、伝統的工芸品の持つ本物の魅力を堪能してみてはいかがでしょうか。

日　時：平成 20年 11 月 13 日（木）～ 16 日（日）　10 時～ 17 時（最終日は 16 時まで）
会　場：岐阜メモリアルセンター

■内容：伝統工芸ふれあい広場・ぎふ　　　　全国伝統的工芸品展・ぎふ

　　　　飛騨・美濃工芸品展　　　　　　　　楽市楽座  など

　     　 詳しくは、岐阜県伝統的工芸品月間推進協議会ＨＰに掲載しておりますのでご覧ください。

 　　　 http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11355/handicraft/

■主催：（財）伝統的工芸品産業振興協会、日本伝統工芸士会、岐阜県伝統的工芸品月間推進協議会

問い合わせ先：岐阜県伝統的工芸品月間推進協議会事務局（岐阜県産業労働観光部モノづくり振興課内）

　　　　　　　電話（058）272-8361（直通）

教育訓練費の額の８～12％を税額控除します

平成20年度岐阜県中小企業資金融資制度改正のご案内

　「全国伝統的工芸品まつり・ぎふ」のご案内 ＝入場無料＝

人材投資促進税制が変わりました。

　資本金等の額が１億円以下の法人（大企業の子会社は除
きます。）又は従業員数1000人以下の個人事業者は、平成20
年４月１日から平成21年３月31日までの間に開始する事業年
度において支出する教育訓練費の総額の８～12％相当額を
法人税額（個人事業者は所得税額）から税額控除できます。
　税額控除額は、当該年度の労務費（給与、法定福利費、
教育訓練費等の合計額）に占める教育訓練費の割合（以下

「教育訓練費割合」といいます。）に応じて、次の①～③に
より計算します。
※ 本制度の控除額は、適用年度の法人税額の20％から、他の

中小企業等基盤強化税制による税額控除額を差し引いた額
が上限となります。

　使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は
向上させるために支出する費用であって、以下に示すも
のです。
　また、教育訓練等（教育、訓練、研修、講習など）を
伴うものである必要があります。
○自社で行う研修
　・外部の講師・指導員を招へいする費用
　・外部の施設、設備、器具等を賃借する費用
　・教科書等の教材を購入又は製作委託する費用
　・外部に研修内容等の作成を委託する費用
○他社が行う研修
　・外部に委託して教育訓練等を行わせる費用
　・外部が行う教育訓練等に参加させる費用

　法人税（個人事業者は所得税）の確定申告書等に、申
告書別表と教育訓練費に関する添付書類（様式自由）を
添付して下さい。

制度の概要と税額控除額の計算方法 対象となる教育訓練費の範囲

制度の利用手続き（添付書類等）

①教育訓練費割合が0.25％以上
　　税額控除額＝教育訓練費×12％
②教育訓練費割合が0.15％以上0.25％未満
　　税額控除額＝教育訓練費×
　　　　｛8％＋（教育訓練費割合－0.15％）×40｝
③教育訓練費割合が0.15％未満
 本制度を利用することはできません。

詳しくは、中部経済産業局産業人材政策課【電話（052）951-0412】へお問い合せください。
なお、以下のサイトに本税制を詳しく解説したパンフレット（PDF形式）を掲載しています。ご利用ください。
中部経済産業局ホームページ　http://www.chubu.meti.go.jp/jinzai/sesaku/zeisei.htm



〈産経センター共通申込書〉

送信先：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

第３回海外ビジネス人材育成塾
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

２０．１２/５、８、１１ １３：３０～１８：３０
県民ふれあい会館 ４０２、４０１会議室

中国ビジネス個別相談会
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

２０．１２/３（予約制）
県民ふれあい会館 ４０８会議室

アセアンビジネス個別相談会
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

２０．１２/１８（予約制）
県民ふれあい会館 ４０８会議室

セミナー『開発力の実践による業績向上の実現』
担当：モノづくりセンター

20．11/28 １３：３０～１５：３０
産経センター IT研修室

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』
担当：モノづくりセンター

20．12/3 １３：３０～１５：３０
大野町商工会

実践！ビジネスマナー講座
担当：人材チャレンジセンター

【送信先 FAX：（０５８）２７８‐１１４８】

20．11/20 １３：３０～１６：００
岐阜県シンクタンク庁舎 大会議室

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、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：戦略企画本部（広報担当） 花村 電話（０５８）２７７‐１０８９

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
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