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新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、当センターに対しまして格別のご支援、ご協力をたまわり厚くお礼申し
上げます。
ご承知のとおり、今日、アメリカ発の金融危機が世界の実体経済に甚大な悪影響を
与えており、世界経済は未曾有の不況にあえいでいます。
このため、輸送用機器、工作機械、家電産業に依存することの多いこの地域の中小
企業は、これまでに経験したことのない不安と焦燥感があふれています。
急激な受注減、納入延期、契約解除などや資金繰りの悪化などの原因でやむなく倒
産する企業も増加しています。
国、県においても緊急経済対策として金融対策などを打っており、さらに県は緊急雇用対策を１２月議会
に追加上程、予算措置しましたが、現状を打破するに至っておりません。
当センターでは、この危機を打開するための事業として、次の諸点を重点に事業を進めてまいりたいと
考えておりますので、是非、様々な観点からご意見をいただきたいと思っています。
１ こういう時期にこそ今一度生産現場に目を向けてみませんか。そして、ムダ取りカイゼンに取り組
んでみてはどうでしょうか。さらに、現場の見直しから発見した生産現場の自動化を進めてみたらど
うでしょうか。
２ さらなる経営合理化を進めるため、ITを積極的に活用してみませんか。
ITは日々進化しています。特に、ネットビジネスは拡大し、これまでの対面型のビジネスを飲み
込む勢いです。将来的にも ITを経営の有力な道具としてどう生かすかがこれからのビジネスの正否
を分けるものではないでしょうか。
３ これからのモノづくりのキーワードとして「環境経営型経営」があげられます。
現状の大不況の中で、新たな可能性をみせてくれるのが環境ビジネスではないでしょうか。特に、
中小企業では「環境」に対する意識がまだ十分とはいえませんが、新たな投資の重要な要素であるこ
とは間違いありません。
４ 新たな販路を求めて、これまでになかった挑戦をしてみませんか。海外への販路拡大や異業種交流、
異分野や新デザインへの挑戦など、新ビジネスの支援を強化します。
今回の大不況への対応は、それぞれの企業でそれこそ大変なご努力をいただいていますが、同じ業種、
業態でも各企業ごとにそれぞれの会社のもつ事情が異なりその対応も千差万別です。それらに対応するた
め、センターの職員、コーディネーターもフル稼働し、一刻もはやくこの危機を脱するよう努力してまい
りますので、今年もよろしくお願いいたします。

■年頭のご挨拶 １
■農林業と商工業を結び、新事業をカタチに！農商工連携
（農商工連携フォーラム・農商工連携ファンド） ２
■「２００８中国国際工業博覧会」出展報告 ３
■資金繰り支援に万全を期します！（中小企業庁） ４
■緊急経済対策として県制度融資を拡充（岐阜県） ４
■岐阜県の緊急雇用対策 ５
■岐阜県の景況調査結果 ５
■平成２１年度モノづくりセンターコーディネーター
地域力連携拠点応援コーディネーター 募集 ６

■平成２０年度第３回「岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金」
助成対象事業を公募 ７

■アドバイザー派遣事業のご案内 ７

■受発注情報 ８
■『広域商談会２００９』大垣で開催！参加中小企業募集 ９
■セミナー「自社ブランド商品開発講座」 ９
■売りたし・買いたし（遊休設備の紹介・あっせん） ９
■小口輸入ビジネスセミナー １０
■第４回海外ビジネス人材育成塾 １０
■しごと発見フェア in なごや １０
■セミナー『儲かる企業になる為の IT経営実感』 １１
■東京ミッドタウンで、岐阜県の魅力満載の企画販売展開催！ １１
■ TAKUMI 工房からのお知らせ １１
■産経センター 共通申込書 １２
■工業統計調査 協力のお願い（経済産業省） １２
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農農林林業業とと商商工工業業をを結結びび、、新新事事業業ををカカタタチチにに！！ 地地域域のの活活力力！！農農商商工工連連携携

中小企業者と農林漁業者の方が連携し、新商品や新サービスの開発等に取り組む事業者を総合的に支援

する「農商工等連携促進法」が平成２０年７月２１日に施行されました。

中小企業者と農林漁業者の方が、お互いの経営資源を持ち寄り、新商品の開発等に取り組む事業計画を

作成し、国の認定を受ければ、新商品・新サービス等の開発・事業化を行うための補助金や低利融資、信

用保証などの支援を受けていただくことができます。

■農商工連携フォーラム（『飛騨・美濃じまん』を生み出す農商工連携）を開催
平成２０年１２月２２日、県内外の先進的取組や農商工連携施策等を紹介す

ることにより、岐阜県における農商工連携の機運の醸成を図るととも

に、農商工連携による取組を促進することを目的として、東海農政局、

中部経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構中部支部、岐阜県

及び当センターの共催で、農商工連携フォーラムを開催いたしました。

フォーラム開会にあたり、古田肇岐阜県知事が「農商工連携推進にか

かる『知事宣言』」をし、今回、愛知、岐阜、三重の東海３県下で、新

たに事業計画を認定された８件（うち、岐阜県４件）について、東海農

政局及び中部経済産業局から、「事業計画認定書」が交付されました。

また、関満博一橋大学大学院商学研究科教授の「地域ブランド戦略と農商工連携」と題した基調講演の

後、県内外で先進的に取り組まれている方々をパネリストに迎え、その取組や連携策の工夫、今後の展望

などについて意見がかわされました。

農林水産業者、中小企業者、関係機関等約２００名の参加者からは、「地域の農産物・特産品を活かした、

新しい事業を展開し、地域を盛り上げていくうえで、大いに参考になった」等の声が寄せられました。

■岐阜県内の「農商工等連携事業計画」認定事例

■地域力連携拠点「応援コーディネーター」がご相談を承ります！
問い合わせ先：財団法人岐阜県産業経済振興センター 地域力連携拠点

電話（０５８）２７７‐１０８４ E-mail : kyoten@gpc.pref.gifu.jp

■「飛騨・美濃じまん」を育成する取組等を支援する「岐阜県農商工連携ファンド」を創設
岐阜県では、農林漁業と商工業の連携の推進による地域の活性化を図るため、当センターに「岐阜県農

商工連携ファンド」を創設し、事業をスタートします。農林漁業者と中小企業者が連携し、互いの経営資

源を活用して行う新商品の開発や販路開拓の取り組みに対し助成を行います。

交付要項等詳細は、決定次第当センターホームページ等でお知らせします。

事 業 名 地 域
事 業 者 名

（上段：中小企業者 下段：農林漁業者）

低温蒸気加熱乾燥によるドライ野菜缶

詰の製造販売事業
羽 島 市

株式会社エフ・ジー、株式会社キング印刷紙工

有限会社野菜クラブ千葉

円空芋の親芋を活用した里芋焼酎の製

造販売事業
関 市

有限会社亀山酒店

間宮 勝

鶏糞とおからを活用した完全発酵有機

肥料の製造販売事業
郡 上 市

株式会社わかば

有限会社和田ファーム

特定農産物向け高性能土壌改良材の製

造・販売事業
中津川市

安保常勝、株式会社エムスタイル

足立正美、有限会社中日本ファームズ
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「「２２００００８８中中国国国国際際工工業業博博覧覧会会」」にに岐岐阜阜県県企企業業がが出出展展
古古田田知知事事、、玉玉田田県県議議会会議議長長もも激激励励にに訪訪問問

平成２０年１１月４日（火）～８日（土）、中国・上海市で「２００８中国国際工業博覧会」が開催されました。

この展示会は、中国最大級の国際工業製品展で、７つのテーマパビリオンから構成。今年は、中国国内外

から１，８１６社が出展（内、海外からは２４の国と地域から４７３社が出展）しました。当センターでは、中国ビ

ジネス展開支援のため、毎年連続して「工業自動化パビリオン」に岐阜県ブースを設営して県内企業に提

供しており、今年は、４社（華陽技研工業㈱、㈱セントラルファインツール、大和工業㈱、㈱ツキオカ）

の県内企業にご参加いただきました。その他にも「環境パビリオン」には２社（イビデン㈱、㈱TYK）

の県内企業が出展され、今年の展示会には、合計６社の岐阜県企業が自社の優れた技術を紹介し、中国は

じめ海外の企業と積極的な商談を行いました。

１１月５日（水）には、中国訪問中の古田知事、玉田県議会議長が来訪され、各岐阜県企業の出展ブース

を一つ一つ訪問して関係者を激励されました。各社のブースでは、今回の出展の手応えや、中国ビジネス

展開の現状や今後の計画等に熱心に耳を傾けられ、「中国では長期的に見て、環境対策や省エネルギーな

どの技術が不可欠。ビジネスチャンスをつくる上で役立つことはやっていきたい。」と感想を述べておら

れました。

海外取引担当では、このような出展事業の他、セミナー、貿易実務研修、海外ビジネス個別相談会、海

外のビジネス環境調査ツアー等の事業を実施し、県内企業の海外への事業展開を支援しています。是非、

ご活用下さい。

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

中中国国・・アアセセアアンンビビジジネネスス個個別別相相談談会会 ＝参加費無料＝

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。

■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：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

＜中国ビジネス個別相談会＞

■時期：平成２１年１月３０日（金） 会場：県民ふれあい会館４階 ４０８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）

＜アセアンビジネス個別相談会＞

■時期：平成２１年２月２６日（木） 会場：県民ふれあい会館４階 ４０８会議室

アドバイザー：小宮山大陽氏（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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中小企業の皆さんへ 中小企業庁

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模企企企企企企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業業業業業業をををををををををををををををををををををををを全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力ををををををををををををををををををををををををああああああああああああああああああああああああげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげてててててててててててててててててててててててて応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援ししししししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
資金繰り支援に万全を期します！
●緊急保証の対象業種を６００超に拡大しました。

・緊急保証制度は、信用保証協会の１００％保証です。責任共有制度の適用はありません。

・対象業種の方は、一般保証８千万円に加えて、別枠で８千万円（担保がある方は、一般保証２億円に

加えて、別枠で２億円）までの保証を利用できます。

※対象業種は、中小企業庁ホームページ（http : //www.chusho.meti.go.jp）でご確認ください。

●セーフティネット貸付は業種を問わず利用可能です。

・全業種の方が、４億８千万円（中小企業の方）、

４千８百万円（小規模企業の方）まで利用できます。

・特に業況の厳しい方に対する金利の引き下げも行う予定です。

・特別貸付は、㈱日本政策金融公庫や沖縄振興開発金融公庫に加え、㈱商工組合中央金庫でも行う予定

です。

問い合わせ先：経済産業省 中部経済産業局 産業部 中小企業課 電話（０５２）９５１‐２７４８（直通）
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中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小企企企企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業業業業者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者にににににににににににににににににににににに対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策ととととととととととととととととととととととししししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててててて県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資をををををををををををををををををををををを拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充ししししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
経済状況がより一層深刻さを増す中、厳しい経営環境におかれた中小企業者の資金繰りの改善を図るた

め、緊急経済対策として「岐阜県中小企業資金融資制度（県制度融資）」を拡充します。

① 「経済変動対策資金」の融資利率の引下げ （現行）年１．４％→（改定後）年１．３％

② 制度融資全資金を対象に、信用保証料率区分（注１）の高い中小企業者の料率を０．１％引下げ

（注１）信用保証料率区分：中小企業者の経営状況等に応じて９段階に区分されており、

今回の引下げの対象は、１～４区分に該当する事業者とします。

③ セーフティネット保証５号認定（注２）を受けた中小企業者のうち、特定の資金（返済ゆったり資金、

中小企業再生支援資金、ぎふ無担保スピード資金）の信用保証料率の引下げ

（現行）０．９％→（改定後）０．７％

（注２）セーフティネット保証５号認定は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する

ための国の保証制度であり、平成２０年１２月１０日現在６９８業種が指定されています。

④ 返済ゆったり資金（借換資金）の融資条件の緩和

運転資金（現行）７年以内 →（新設）７年超１０年以内

⑤ 地球環境の保全・改善を図るための施設設備の整備に対する支援として、経営合理化資金に

「新エネルギー等支援枠」を創設

※ ①～③は、平成２０年１２月１８日から平成２１年２月末日までに保証受付されたもので、平成２１年３月末日

までに融資実行されたものについて実施。

※ ④、⑤については、平成２０年１２月１日から期間を特定せず実施。

詳しくは、岐阜県産業労働観光部中小企業課ホームページ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
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離離職職者者等等相相談談窓窓口口をを設設置置 岐岐阜阜県県緊緊急急雇雇用用対対策策

岐阜県では、景気減退に伴う雇用情勢の悪化を受け、平成２０年１２月８日、古田肇知事を本部長とする「緊

急雇用対策本部」を設置するとともに、離職者などの雇用支援に向けて同日、県庁や県内各振興局や当セ

ンターに相談窓口を開設しました。相談者からの仕事上、生活上の様々な相談を丁寧に受け、内容に応じ

てハローワーク、市町村等の関係機関と連携して対応しています。

また、平成２０年１２月県議会において追加上程された緊急雇用対策として、当センター人材チャレンジセ

ンターの就労支援機能を強化するため、相談員等を新たに配置するなどの対策を実施してまいります。

【産経センター相談窓口】

■就労関係：人材チャレンジセンター 電話（０５８）２７８‐１１４９（月～金 １０：００～１９：００）

■経営関係：モノづくりセンター 電話（０５８）２７７‐１０８０（月～金 ８：３０～１７：１５（１２：１５～１３：００は除く））

岐阜県の景況調査結果
概況：原材料仕入価格の低下というプラス要因はあるものの輸出を中心に売上高が低下

し、採算も更に悪化して景況感は過去最低水準まで低下。

【２００８年１０－１２月期実績】

○景況DI は５期連続でさらに低下。

○売上高DI、輸出向け売上高DI はいずれも２期ぶりに低下。

○生産量DI は９期連続で低下、受注量DI は５期連続で低下。

○在庫量DI は２期連続で低下。

○原材料仕入価格DI は３期ぶりに低下したものの、製品販売価格DI も同様に低下。

売上の減少もあり採算DI は５期連続の低下。

○資金繰りDI は６期連続悪化、借入れ難易感DI は５期連続悪化。

○設備投資実施DI は横ばい、設備投資意欲DI は８期連続低下。

○雇用DI は３期連続で上昇し、２０期（５年）ぶりに「過剰」超過。

【２００９年１－３月期見通し】

○景況DI は製造業、非製造業ともに更なる低下を予想している。

平成２１年１月 第３４５号
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募 集 平成２１年度

●モノづくりセンターコーディネーター

●地域力連携拠点応援コーディネーター

（財）岐阜県産業経済振興センターでは、岐阜県内の製造業を中心とした支援、産業振興を目的とした「モ

ノづくりセンター」を設置し、「モノづくり支援にかかるコーディネーター」および「地域力連携拠点応

援コーディネーター」を配置して、県内中小企業等へお伺いし、経営面、技術面での各種支援、販路開拓・

拡大、金融相談等に対応しております。

さて、（財）岐阜県産業経済振興センターでは、上記支援活動を実施して頂く、平成２１年度「モノづくり

センターコーディネーター」および「地域力連携拠点応援コーディネーター」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】『コーディネーター』

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、企業間や産学官等の連携支援等の実務経験

を活かし、岐阜県内産業振興のために、県内の中小企業の抱える諸問題等への対応等を行うコーディネー

ター。

自ら訪問先企業を開拓して御用聞き等に訪問可能であり、また企業からの相談等に対して迅速に対

応・解決できる方を募集します。

【募集区分】

【採用予定人数】 上記区分全体で十数名

【主な活動内容】

モノづくりセンターにおいて、上記募集区分に対応した企業支援業務に従事していただきます。県内

中小企業への出張訪問（自ら積極的に訪問先企業を開拓し、公的支援事業等PR、御用聞き、相談への

対応等）、各種相談窓口対応が主な内容となります。

【勤務条件等】 勤務日数：２日／週または３日／週 一日の勤務時間：９：３０～１６：００

報 酬：２２，０００円／日

【採 用 期 間】 平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日（１年間）

【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 モノづくりセンター 宛

【募集受付期間】 平成２１年１月１５日（木）～平成２１年１月３０日（金）【必着】

☆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（http : //www.gpc.pref.gifu.jp）「トピックス」から）

※採用の内定は、２月下旬以降の予定です。

■問い合わせ先：モノづくりセンター 亀山・野村

電話（０５８）２７７‐１０９３ E-mail : monodukuri@gpc.pref.gifu.jp

モノづくりセンター

コーディネーター

経営担当 中小企業の経営診断や経営改善に向けたアドバイス・相談対応等を担当

技術担当
中小企業の工業技術評価、情報化支援、知的財産の活用、生産工程改善に向けたアド

バイス等。技術開発、商品開発等における異業種や産学官のコーディネートを担当

販売促進担当 中小企業の販路開拓支援、受注開拓のための斡旋紹介、市場情報の提供等を担当

金融担当 中小企業の資金調達に関する相談対応等を担当

デザイン担当
デザイン分野の専門家として、顧客ニーズを的確に踏まえたデザイン開発や、開発

した商品の販路開拓支援等を担当

地域力連携拠点

応援コーディネーター
地域連携担当

地域力連携拠点応援コーディネーターとして、企業間や、企業と公的機関・公的支

援策との連携支援を担当

平成２１年１月 第３４５号
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「「「「「「「「「「「「「「「「岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜県県県県県県県県県県県県県県県県地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域活活活活活活活活活活活活活活活活性性性性性性性性性性性性性性性性化化化化化化化化化化化化化化化化フフフフフフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァァァァァンンンンンンンンンンンンンンンンドドドドドドドドドドドドドドドド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費費費費費費費費費費費費費費費費助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成金金金金金金金金金金金金金金金金」」」」」」」」」」」」」」」」助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成対対対対対対対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象象象象象象象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のののののののののののののののの公公公公公公公公公公公公公公公公募募募募募募募募募募募募募募募募
～～～～～～～～～～～～～～ 地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域資資資資資資資資資資資資資資源源源源源源源源源源源源源源をををををををををををををを活活活活活活活活活活活活活活用用用用用用用用用用用用用用ししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたた取取取取取取取取取取取取取取組組組組組組組組組組組組組組にににににににににににににに対対対対対対対対対対対対対対ししししししししししししししてててててててててててててて助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成 ～～～～～～～～～～～～～～

当センターでは、「岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金」助成対象事業を公募しています。

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、そ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し

ます。

助成金交付の対象となる要件、応募手続等詳細については、当センターホームページをご覧ください。

■公募期間：平成２０年１２月１５日（月）～平成２１年１月３０日（金）

■応募方法：助成金交付要領に定める所定の助成金交付申請書及び関係書類を２部（うち１部はコピーで

可）提出してください。

助成金交付申請書様式、助成金交付要領等は、当センターホームページからダウンロードで

きます。 http : //www.gpc.pref.gifu.jp/sansin/fund/h２０/index.html

なお、助成金申請を希望される場合は、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。

■審査及び交付決定

専門家からなる審査委員会で審査を行い、助成金交付の採択について適否を判断します。

問い合わせ（相談）及び申請書提出先：地域産業支援センター 地域振興部 まちづくり担当

電話（０５８）２７７‐１０８３

省エネルギーに取り組まれる中小企業の皆様へ

～アドバイザー派遣事業をご利用下さい～

モノづくりセンターでは、最近の経済情勢悪化への対応として、経費削減に取り組まれる中小企業の皆

様を支援するため、省エネルギー問題を専門とするアドバイザーを紹介、派遣しております。是非ご利用

いただきますよう、ご案内します。

【アドバイザー派遣の事例】

エネルギー費用削減やエネルギーの効率的な使用等をアドバイスします。

設備上の問題点を見いだし、経済性を考慮した改善策を提案します。

気づきにくいムダを探し出し、対応方法をアドバイスします。

☆ 派遣費用の３分の２はセンターが負担し、企業の負担は３分の１です。

☆ 企業負担額は、１回あたり、９，０００円と支援企業の事業所までのアドバイザーの交通費の３分の１を

加算した金額です。

☆ １企業が１回当たりに提出できる支援依頼の日数は、最大で５日です。

なお、必要に応じ、５日までの追加支援を受けることができます。

☆ １企業に対し、引き続きアドバイザーを派遣する場合、２カ年度を限度とします。

ただし、２カ年度の支援日数の合計が２０日を超えなかった場合には、２０日から支援日数を差し引いた

残りの日数の支援を受けることができます。

☆ 詳細については、「平成２０年度アドバイザー派遣事業実施要領」（当センター ホームページ

http : //www.gpc.pref.gifu.jp/sien/h２０/youryou.html）をご覧下さい。

問い合わせ・申し込み先：モノづくりセンター 事業推進部 お客様担当 平工

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

※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：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

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

３０５
岐阜

個人
２人

縫製加工
本縫い・ロック・ギャザー取りミシン
【特徴】材料：綿・毛 等

婦人服（ジャケット・ブラ
ウス・フォーマル）

３０７
西濃

１，０００万円
２０人

射出成形
射出成形機 ４５０t～８０t 以下１５台
【特徴】材料・成形・加工・組立・梱包・出荷（２４H）

自動車・家電部品、雑貨品

２７０
中濃

個人
４人

軽作業・手作業 作業台、エアー配管 等 水栓バルブ組付・手作業

２７６
岐阜

個人
２人

機械加工
立MC（♯３０）、立フライス盤（♯１）、横フライス盤（♯１）、旋盤（６尺） 等
【特徴】・MC加工が主体 ・小物部品、単品もOK ・親子２人での操業

産業用機械部品等

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 VTC
２００C 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

２７４
岐阜

３００万円
８人

機械加工

立マシニングセンター V－５１５／４０N １０５０×５１０×５６０ １台、立マシニン
グセンター FJV２５０ １０２０×５１０×４６０ １台、立マシニングセンター VCN
４１０B ７６２×４１０×５１０ １台、複合旋盤 INTEGREX２００Ⅱ ５８０×１６０×１０４５
加工径 φ２５０ １台、トラック ２t １台、走行クレーン １t、０．５t 各１台
【特徴】材質：鉄、FC、AL、SUS等

各種専用機部品、オートバ
イカスタム部品

２６７
中濃

個人
４人

機械加工
NC旋盤 ３０－１２０Φ
【特徴】鉄物主体、数物希望（シャフト物可能）

自動車部品・機械部品・工
具部品等

２４３
岐阜

個人
２人

機械加工
旋盤 ６尺 ２台、立フライス盤 ＃３ １台、ボール盤 １台、ガス溶接
機 １台、丸鋸盤 １台、多軸タッピングマシン １台
【特徴】取扱材質：S５５C、SKD１１

各種専用機部品

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６～５０mmの製缶・溶接・機械加工

建設機械部品、金型部品

２７２
岐阜

個人
３人

溶接加工
CO２半自動溶接 １８０A・３５０A ４台、アーク溶接機 １８０A １台、アルゴ
ン溶接機 ２００A １台、トラック ４T １台、クレーン ２．８t １台、フォー
クリフト １t １台

工作機械部品等箱物の溶接
加工

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 ２００
A 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 φ
１２００×２０００ １台、旋盤 φ１１００×１０００ １台、旋盤 φ１５００×２０００ 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

２７１
岐阜

３，６００万円
９０人

板金溶接
プレス、溶接機、切断機、木製建具用設備等 必要設備一式
【特徴】ビル用アルミサッシ製造、木製建具製造

アルミサッシ等（金属製・
木製建具類）

２６８
岐阜

１，０００万円
２３人

プレス加工
各種プレス ３００t以下×１１、順送プレス ３００t 溶接ロボット 等
【特徴】中物から小物までのプレス加工から溶接組付

自動車部品のプレス・溶
接・組立

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

６９
西濃

５００万円
１０人

プリント基板の穴開
け～ソルダー印刷、
スクリーン印刷及び
プレス加工、Ｖカッ
ト～導通検査まで。

NCルーター、Ｖカット機 ４台、NCボール盤、ボール盤 ５台、油圧プレ
ス１５０t、３５tシルクスクリーン印刷機 ５台
【特徴】プリント基板の穴開け、Vカット加工、スクリーン印刷加工得意

プリント基板

３１７
西濃

１，０００万円
５５人

真空成型
真空成型機 １０台 三次元CAD ２台
【特徴】ISO１４００１及び各社グリーン調達認証取得

電子部品・自動車部品・精
密部品用トレー

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）

☆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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『『広広域域商商談談会会ぎぎふふ２２００００９９』』大大垣垣でで開開催催！！
参参加加中中小小企企業業募募集集 ＝＝参参加加費費無無料料＝＝

県内中小企業の方々を対象に、新規取引先の開拓を目的とした商談会を次のとおり開催します。

参加親企業の「発注条件一覧」及び「受注参加申込書」は、当センター・ホームページ又はメールマガ

ジンで確認してください。（１月中旬以降に公開します。）

なお、FAX送信をご希望の方は下記までご連絡ください。

申し込み・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 FAX（０５８）２７３‐５９６１

セセミミナナーー「「自自社社ブブラランンドド商商品品開開発発講講座座」」 ＝＝参参加加費費無無料料＝＝

「自社オリジナル商品の開発・販売」を希望する企業を対象に、県内企業とコラボレーション実績のあ

るプロダクトデザイナーと、実際に自社ブランド商品の開発・販売にトライしている陶磁器メーカーか

ら、それぞれの立場で自社ブランドの考え方、取り組み、苦労話を紹介し、ブランディング構築の参考に

なる講座を開催します。

■内 容：①いま市場が求める商品とは

②デザインの有効な活用方法及び必要経費

③オリジナル商品開発の経緯。立ち上げたメリット・苦労話及び今後の展望 など

■講 師：井 藤 隆 志 氏（プロダクトデザイナー 大同工業大学准教授）

児玉谷 英 剛 氏（小田陶器株式会社 常務取締役営業統括部長）

■対 象：県内中小企業経営者、幹部社員など

■定 員：５０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：最終ページの共通申込書をご利用ください。（メールからの申込も可能です。）

詳細は、デザインセンターホームページ（http : //www.oribe-dc.jp/）をご覧ください。

問い合わせ先：デザインセンター デザイン事業部 商品開発担当 荒川、杉山

電話（０５８）２７７‐１０８１ FAX（０５８）２７７‐１０８２ E-mail oribe@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！

※商談等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。

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

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‐６４５ ジョークラッシャー 川﨑重工㈱ KD‐４２３２G
平成１０年４月
（未使用）

応談 ― 税別 買主 １機

B‐６４６ 工場顕微鏡 ニコン インステック MM‐１１B １９９０年２月購入 応談 ― 税別 買主 １台

B‐６４７ LANケーブルアナライザー FLUKE DSP‐４０００ １９９０年８月 応談可 ― 税別 買主 １式

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‐６４３ 普通旋盤 不問 ６尺以下 不問 応談 逆爪希望 応談 買主 １台

A‐６４４ ユンボ 不問 総重量１t以下 不問 応談 ― 応談 買主 １台

開催日時：平成２１年２月１９日（木） １３：００～１７：００

開催会場：大垣フォーラムホテル 旭光の間（大垣市万石２丁目 電話（０５８４）８１‐４１７１）

日 時：平成２１年３月５日（木） １３：３０～１６：００

会 場：県民ふれあい会館３階 ３０１中会議室

最新情報はホームページでご確認いただけます。http : //www.gpc.pref.gifu.jp／list.asp
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小小口口輸輸入入ビビジジネネススセセミミナナーー ＝＝参参加加費費無無料料＝＝

国際物流の迅速化、インターネットの普及など、輸入ビジネスに参入しやすい環境が整ってきており、

地方においても、小口輸入を通じてあらたなビジネスチャンスを開拓する事業者や、独立開業する起業家

が増加しています。また、企業にとっては、輸入ビジネスに参入することは、昨今の急激な円高を逆にチャ

ンスに変えられる可能性があります。

本セミナーでは、小口輸入の始め方など基礎的なことと、実際に小口

輸入で起業された方の体験談から成功の秘訣を学ぶことができます。

■対 象：輸入関連の新規事業に取り組もうとする中小企業者、輸入ビジネスを学びたい担当者、

個人で輸入ビジネスを起業したい方 等

■定 員：４０名（先着順）

■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

～～第第４４回回海海外外ビビジジネネスス人人材材育育成成塾塾～～

「「輸輸出出入入船船積積実実務務研研修修（（基基礎礎編編））」」受受講講者者募募集集
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「輸出入船積実務研修（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、新規採用予定者、もう一度基礎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２１年２月２７日（金）、３月４日（水）、６日（金） １３：３０～１８：３０（計１５時間）

■会 場：県民ふれあい会館４階 ４０１会議室

■研修内容：船積業務の流れ、船積書類の作成演習 等

■講 師：貿易実務経験豊富な講師

■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

ししごごとと発発見見フフェェアア iinn ななごごやや ～～名名古古屋屋でで初初開開催催！！！！～～
県外へ進学・就職している若年者に県内企業の魅力を感じてもらい、UI ターン就職を促進させること

を目的に、愛知県（名古屋市）において合同企業説明会「しごと発見フェア in なごや」を開催します。

県内への就職をジンチャレ！が強力にサポートします！

■対象者：若年求職者、学生（０９卒、１０卒予定者）の４００名を予定

■内 容：未経験者積極採用の地元企業６０社による個別ブース 他

■その他：入場無料、予約不要、入退場自由

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

■日 時：平成２１年１月１５日（木） １３：３０～１７：００
■会 場：県民ふれあい会館１４階 展望レセプションルーム
■内 容：
＜第１部＞□演 題：『輸入を通じた起業、事業拡大、ビジネス活性化のために』

～小口輸入の始め方、海外の新規取引先発掘から契約締結の留意点まで～
□講 師：ミプロ貿易投資アドバイザー 芝田政之氏

＜第２部＞□講 演：『小口輸入ビジネスの起業家体験談、輸入品の効果的な国内販売戦略について』
～輸入品を通じた起業と国内販売経験を踏まえて～

□講 師：トレードウィンド西日本輸入品小売業組合理事長 小森山國夫氏

芝田政之氏 小森山國夫氏

日 時：平成２１年２月１９日（木） １４：００～１８：００

場 所：名古屋国際会議場イベントホール（名古屋市熱田区熱田西町１番１号）

平成２１年１月 第３４５号
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セセミミナナーー『『儲儲かかるる企企業業ににななるる為為のの IITT経経営営実実感感』』 ＝＝参参加加費費無無料料＝＝

IT 経営と言われて久しいですが、NPO法人 ITコーディネーター協会の「１日経営者研修」を基本に、

セミナー参加者に IT経営の為の事例体験をしていただき、IT経営を実感いただこうと思います。

■主な内容：モデル企業の『経営戦略企画書（概要）』及び『IT経営企画書（概要）』を課題１～１０の課

題を通じさまざまなツールや手法を使用して策定していくプロセスを疑似体験していただ

き、IT経営を実感。

■講 師：丹羽 章（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）

■申込締切：平成２１年２月６日（金）

■申込方法：最終ページの共通申込書を利用ください。（ホームページからも申込できます）

問い合せ先：モノづくりセンター事業推進部お客様担当 野村、丹羽

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

東京ミッドタウンで、岐阜県の魅力満載の企画販売展開催！
岐阜県のデザイン性の高い地場産業製品や自慢の食品を集めた企画販売展『岐阜展』を、多くの方々で

賑わう話題のスポット「東京ミッドタウン」にあるインテリアライフスタイルショップ「THE COVER

NIPPON（ジカバーニッポン）」にて開催します。今回で２回目（前回：平成２０年２月開催）となる『岐

阜展』では、地場産業製品や食品の展示販売だけでなく、観光情報も織り交ぜて岐阜県の魅力を結集し、

岐阜ブランドをトータルに国内外に向け発信します。

■会 場：THE COVER NIPPON（ジカバーニッポン）

東京都港区赤坂９－７－３ 東京ミッドタウンガレリア３階

■開催期間：平成２１年１月２日（金）～１月３１日（土） 午前１１時から午後９時まで

■出 品

■主 催：メイド・イン・ジャパン・プロジェクト（株） ■共 催：岐阜県

■協 力：（財）岐阜県産業経済振興センターデザインセンター

TTAAKKUUMMII 工工房房（（JJRR岐岐阜阜駅駅隣隣接接・・アアククテティィブブGG３３階階））かかららののおお知知ららせせ
◎「Made in SEKI Japan フェア」
関市で製作された海外シェフも愛用する包丁をはじめ、キッチンウェアなどを展示・販売します。

■開催期間 平成２１年１月２１日（水）～２月１７日（火） 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）

◎「第８回国際陶磁器展美濃デザイン部門より
happy new CERAMICS ～デザインへの挑戦～」（入場無料）
「第８回国際陶磁器展美濃」デザイン部門で入賞、入選作家による作品展です。美濃から発信さ

れた斬新で個性豊かなデザインの新春にふさわしい新しい世代の器等が展示・販売されます。

■開催期間 平成２１年１月３日（土）～１月２１日（水）１０：００～１９：００（最終日は１７：００まで）

■開催場所 デザインギャラリー

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

※TAKUMI 工房事業部 事務室は、平成２１年１月１１日（日）からアクティブG２階 アクティブG運営室内へ移転します。

産業

製品

６社

（有）大橋量器（枡・大垣市）、（株）カネコ小兵製陶所（陶磁器・土岐市）、（株）北正

（刃物・関市）、（有）秀峰（陶磁器・土岐市）、古川紙工（株）（和紙小物・美濃市）、

（有）松澤漆器店（飛騨春慶・高山市）

食品

７社

（有）井之廣製菓舗（煎餅・飛騨市）、（株）パストール（カレー・下呂市）、（有）飛騨

山椒（山椒・高山市）、（株）飛騨唐辛工房（唐辛子製品・高山市）、（株）飛騨ハム

（カレー・高山市）、平野醸造（資）（酒・郡上市）、マルコ醸造（株）（味噌・恵那市）

日時：平成２１年２月２０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
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〈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

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

21．1/３０（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

21．2/26（予約制）
県民ふれあい会館 ４０８会議室

小口輸入ビジネスセミナー
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

21．1/15（予約制）
県民ふれあい会館 展望レセプションルーム

第４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

21．2/２７、３／４、６ １３：３０～１８：３０
県民ふれあい会館 ４０１会議室

セミナー『儲かる企業になる為の IT経営実感』
担当：モノづくりセンター

21．2/20 １３：３０～１５：３０
産経センター IT研修室

セミナー「自社ブランド商品開発講座」
【送信先 FAX：（０５８）２７７‐１０８２】 担当：デザインセンター

21．3/5 １３：３０～１６：００
県民ふれあい会館 ３０１中会議室

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

製造事業所の皆様へ！工業統計調査に御協力ください 経済産業省

平成２０年工業統計調査を平成２０年１２月３１日現在で行います。

調査の実施にあたっては、調査員がお伺いします。

調査票に記入していただいた内容については、統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確な

御記入をお願いします。 コウちゃん
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