
この度、30周年を迎えられる節目の年度に兵庫工業会の副会長に選任され、身に余る光栄に存じます。兵庫
工業会での活動経験はほとんど無い私ですが、大西会長をはじめとする皆様方のご指導、ご支援のもと、少し
でも貢献できるよう、務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
私自身、平成25－26年度の神戸経済同友会の代表幹事を務めさせていただき、地元の異業種の企業の皆様
との交流で貴重な経験・勉強をさせていただきました。今回、新たに兵庫工業会の皆様との交流を通じて、
さらに新しい世界を経験できることを楽しみにしています。この兵庫工業会では、元副会長の和田清美様の
後任として会員交流委員会委員長の大任を仰せつかりましたので、皆様方のご意見を伺いながら、会員交流の
活性化にも貢献できるよう、取り組んでいきたいと思います。
最近、東京一極集中是正、地方創生、地域の活性化などがキーワードとして掲げられることが多くなりました
が、このような環境下では、兵庫工業会の果たす役割もより一層重要なものと感じ、改めて身の引き締まる
思いです。地域産業の振興において鍵となるのは、成長や発展、そして、それらを推進するのは、やはりイノ
ベーションだと思います。
イノベーションとは、新機軸、新しい切り口、新しい発想、新しい技術、新しいアイデアなどを通じて、従来の
モノ、仕組みなどに対して新しい価値を生み出し、変化をおこし、そこから、人、組織、事業を元気に活性化
していくことだと認識しています。私自身の数少ない企業経験でもこのイノベーションが事業の持続的成長に
大きく関与していることも経験してきました。そして、さらにイノベーションをより効果的に活性化させるマーケ
ティングと結びつけることが重要と経験してきました。「イノベーション」と「マーケティング」の2つの要素が
地域産業振興の両輪になれないか自己研鑽も含め、取り組んでいきたいと思います。
また、昨年の神戸経済同友会では「女性の活躍推進」をテーマに掲げ、今後、労働力人口が減少する国内
環境下に対応すべく、女性の労働力人口を増加させるためには何をすべきか、保育環境、雇用環境、キャリア
アップ環境などを研究し、議論を重ねました。この課題は、この兵庫工業会の会員企業の皆様にも共通で今後
の成長には避けて通れないものだと認識しています。機会があれば、皆様とも意見交換させていただければと
思います。
兵庫工業会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念いたしますとともに、今後皆様のご指導、ご鞭撻を
お願いし、就任の挨拶とさせていただきます。

兵庫工業会副会長、就任に際して 巻 頭 言

公益社団法人　兵庫工業会

副会長　馬場　宏之
（ダンロップスポーツ㈱　相談役）
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　本年、設立30周年を迎え、これを記念して企業の経営幹部と幹部候補生を対象に『幹部育成研修』を5月に開講
致しました。
　企業が存続・発展するためには、経営者・幹部社員が、いち早く時流を読み取り、自社や地域の強みを活かす新
たな視点や考えが必要です。
　神戸大学／兵庫県立大学の教授から経営手法を学ぶとともに、兵庫工業会会長・副会長・企業経営者の皆様から
実体験に基づく取組みをご紹介頂き、今後の経営に役立てて頂く事にポイントをおいております。
　また、研修会後の懇親会では、各講師を交えた意見交換も活発に行われ、異業種の交流も深まり、人脈づくりに
役立っています。

　など、大変役立つ・感銘したとの声を多数頂いております。
　第5回以降も実のある研修にしていきたいと存じます。

兵庫工業会30周年記念事業
「幹部育成研修」ご報告

●私自身こういった社外研修に参加するのは初めてでしたが、社内の研修では得られない多くの学びを得る事が
できました。ここで得た知識を今後、会社に還元し実行していけるよう取り組んでいきたい。
●専門的な学習と実務とのマッチングが大変新鮮に感じた、興味深く研修に参加させてもらいました。
●ご自身がこれまで夢中でやってこられた事を夢中になって講義されました。こちらも夢中でその話に聞き入った。
その話を聞いて私は夢中で仕事をするという気持ちを忘れていたような気がしました。
●すぐにでも部下に聞かせました。シャワーを浴びせるように、流水に描くように継続します。

参加者からの声

テーマ 開催日 講　師
兵庫工業会　前会長　 池田　辰雄　氏
兵庫県立大学大学院　経営研究科　教授　 梅野　巨利　氏
㈱村元工作所　特別顧問　 村元　四郎　氏
兵庫県立大学　政策科学研究所　教授　 三崎　秀央　氏
グローリー㈱　専務執行役員　 松下　秀明　氏
川崎重工業㈱　嘱託　 菅原　健史　氏
㈱山岡製作所　代表取締役会長　 山岡　祥二　氏
兵庫県立大学大学院　経営研究科　教授　 山口　隆英　氏
金井重要工業㈱　代表取締役社長　 金井　宏彰　氏
神戸大学大学院　経営学研究科　教授　 南　知惠子　氏
ダンロップスポーツ㈱　相談役　 馬場　宏之　氏
姫路獨協大学　法学部長　教授・弁護士　 竹橋　正明　氏
㈱神戸製鋼所　執行役員　法務部長　 大久保　安　氏
神戸大学大学院　経営学研究科　教授　 三品　和宏　氏
兵庫工業会　会長　 大西　功一　氏

5月終了

6月終了

7月終了

8月終了

9月16日㈬

10月20日㈫

11月13日㈮

12月21日㈪

経営理念

グローバル・MOT

人材育成

ものづくり・パートナー企業

勝ち残り・販路拡大

マーケティング

企業防衛

経営革新

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

概要

研修・懇親会風景
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兵庫工業会は、設立30周年を記念して、8月10日㈪に神戸ポートピアホテルにてサマーパーティーを開催いたしました。
ご参加いただいたのは会員企業の従業員やご家族の方々に加え、事務局OBなどこれまで兵庫工業会に関わって
いただいた方々です。
会場入り口にて、大西会長が皆様をお出迎えし、約450名もの方々にご来場いただきました。パーティー途中では、
全員参加によります豪華景品付きのじゃんけん大会の余興を行い、大いに盛り上がりました。また、生バンドの演奏も
あり、中締めの時間となりましても多くの方が残って談笑されておられ、30周年記念事業にふさわしい盛大なパー
ティーとなりました。
本事業は今年度限りでございますが、引き続き30周年を記念した事業を企画しておりますので、是非ともご参加

いただければ幸いです。
最後になりますが、サマーパーティー開催にあたり、ご協力いただいた神戸ポートピアホテル関係者の皆様には、
本誌面をもってお礼申し上げます。

兵庫工業会30周年記念事業
「サマーパーティー」ご報告

ベトナム社会主義共和国の国情紹介 懇親会

パーティー会場の様子大西会長とのじゃんけん 盛り上がったじゃんけん大会

ベトナム総領事館との交流会

兵庫工業会の会員交流事業の一環として、ベトナム社会主義共和国　在大阪総領事館のチャン・ドック・ビン
総領事様ほかの方々をお招きして、「ベトナム総領事館との交流会」を、会員企業19名、行政1名ほか総計23名にて、
平成27年6月23日㈫に開催いたしました。兵庫工業会　会員交流委員会　神門副委員長による開催挨拶の後、
総領事様より、ベトナムの最新事情をお話しいただき、参加された皆様にとって、ベトナムとの関係を一層深める
ことができる有益な機会であったと思います。
今後もこのような機会を増やしてまいりたいと思っておりますので、会員企業の皆様のご参加をお待ちしております。
最後になりますが、チャン・ドック・ビン総領事様ほか、ご出席いただいた在大阪総領事館の皆様には、お忙しい
中にも拘らず、ご出席いただきましたこと、本誌上をもって、お礼申し上げます。



8月31日㈪午後、恒例となりました「夏のビッグイベント2015」を開催致しました。第14回目の今回はホテルオークラ神戸
にて、従来通り兵庫工業会、兵庫県中小企業団体中央会、ひょうご産業活性化センター、関西ニュービジネス協議会の
県下経済4団体共催事業として開催し、のべ参加者数は500名、基調講演～懇親会には230名を超える皆様のご参加を
いただき、“ものづくり”や“地域創生”を考える有意義なサマーセミナーとなりました。実施致しました各イベントは以下の
通りです。

「夏のビッグイベント2015」ご報告

兵庫工業会NEWS No.2714

兵庫工業会は本年3月、兵庫県立大学産学連携・研究推進機構と兵庫工業
会設立以来初の連携協定を締結し、新たな切り口での産学連携事業に取り
組んでいます。そこで今回のパネルディスカッションでは、現在、地方の活性化が
注目される中、兵庫県における「地域」「産学連携」「ものづくり」をキーワードに
登壇者それぞれの立場から議論し、産学連携の取り組みが今後の地域活性化に
寄与できるかを探る活発な分科会となりました。

第1部：兵庫工業会分科会　13：00～15：00

パネルディスカッション：
「地域“ものづくり”創生に産学連携が起爆剤になりえるか?!」

兵庫工業会分科会の模様

山内 道雄氏ご講演

大胆な行財政改革と地域資源を活用した「守り」と「攻め」の戦略で離島の
ハンデキャップをアドバンテージに変えた小さな町の大きな改革・挑戦のご経験を
もとにご講演いただき、兵庫県下のものづくり企業を勇気づけていただきました。
参加者の皆様方からも山内町長の実体験にもとづく講演内容に「今まさに地域
創生が叫ばれるなか、問題に果敢に挑戦する海士町の姿がよく理解できた」、
「自社の経営に非常に参考になる講演であった」等々の好評を博しました。

第2部：基調講演　15：30～17：00

基調講演題目：「ないものはない ～離島からの挑戦 」
島根県隠岐郡海士町長　山内 道雄 氏

　兵庫工業会　大西会長の挨拶に続き、兵庫県中小企業団体中央会　中村
会長の乾杯音頭で幕を開けました懇親会には、第1部各分科会でご参加いただき
ました講師・パネリストの皆様方、第２部基調講演をいただきました山内道雄氏にも
ご参加賜り、参加者一同大いに交流・懇親を深めることができました。
　公務ご多忙の中、懇親会に駆けつけて
いただきました兵庫県井戸知事はご挨拶
の中で、「夏のビッグイベントも回を重ね、
いろんな情報交換ができる場となった。
企業の皆様方の今後に生かしていただき

たい」、「産業界の声を聞きながら地域創生を進めてゆきたい」と述べられ参加者
を励まされました。
最後は関西ニュービジネス協議会　小松会長の中締め挨拶で盛況のうちに

「夏のビッグイベント2015」は無事終了しました。

第3部：懇親会　17：00～18：30

大西会長挨拶

井戸知事のご挨拶
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たい」、「産業界の声を聞きながら地域創生を進めてゆきたい」と述べられ参加者
を励まされました。
最後は関西ニュービジネス協議会　小松会長の中締め挨拶で盛況のうちに

「夏のビッグイベント2015」は無事終了しました。

第3部：懇親会　17：00～18：30

大西会長挨拶

井戸知事のご挨拶
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ヤンマーキャステクノ㈱ 甲賀事業部・
日本発条㈱ 滋賀工場　見学会ご報告

　平成27年度　産業・技術振興事業の見学会は、「現場見学ほど確実な講師はいない」をテーマに、6月5日㈮に滋賀県下
のヤンマーキャステクノ㈱　甲賀事業部様および日本発条㈱　滋賀工場様の見学会を25名の参加を得て実施しました。

　ヤンマーキャステクノ㈱　甲賀事業部様の銑鉄鋳造工場の製造現場では、次 と々生産される各種シリンダブロックや
シリンダヘッドの溶解・注湯工程も間近にすることが出来ました。また造型工程から最終仕上げ工程までを1本のラインで
繋ぎ、1個流し生産方式でリードタイムの短縮を図り、多品種少量生産対応を行い、顧客のニーズにこたえるものづくりと
琵琶湖を擁する滋賀県の厳しい環境規制に積極的に対応してゆくという環境保全にも注力する企業姿勢を学びました。

　午後は「ばねのニッパツ」として世界に有名な日本発条㈱滋賀工場様を訪れました。コイルばね、トーションバー・スタビ
ライザーの製造工程を間近に見学させていただき、日ごろ利用しているクルマを支えるばねを身近に感じることが出来ま
した。また工場内には安全・品質・環境・TPMの4つの道場が設けられ、これらの改善活動には工場長以下全員で取り組
み、毎年マンネリ化防止策も織り込み改善を図っているとのことで従業員一同の意識・生産性向上への積極的な姿勢を
学びました。

　ヤンマーキャステクノ㈱　甲賀事業部様及び日本発条㈱　滋賀工場様の関係者の皆様には、大変お世話になりまし
た。本紙面を借りまして厚く御礼申し上げます。

No.
1
2

3

4
5

6

7
8

内　　　　容
見学会行程

時　　刻 詳　　　　細
集合・出発
到着

挨拶・工場概要紹介・見学等

移動・昼食
到着

挨拶・工場概要紹介・見学等

出発
到着

8:10～
～10:00

10:00～11:30

11:30～13:00
13:10

13:10～15:00

15:00～
～17:00

JR神戸駅（南側駐車場）
ヤンマーキャステクノ㈱　甲賀事業部
ヤンマーキャステクノ㈱　甲賀事業部会議室
銑鉄鋳造工場見学
水口センチュリーホテル
日本発条㈱　滋賀工場
日本発条㈱　滋賀工場会議室
コイルばね工場、トーションバー・スタビライザー工場見学
日本発条㈱　滋賀工場
JR三宮駅（南側）

見学後の質疑応答の模様 ヤンマーキャステクノ㈱工場前での記念写真

活発な質疑応答の様子 日本発条㈱事務所での参加者一同
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兵庫バイオテクノロジー研究会
見学会　ご報告

兵庫バイオテクノロジー研究会は、7月30日㈭に第47回見学会を臨床検査機器・試薬の部門で国際的に

活動展開中のシスメックス㈱様のソリューションセンター及びテクノパーク、シスメックス国際試薬㈱様にて

実施いたしました。

今回は半日の見学会でしたが、シスメックス㈱様がネットワークを活かして検査システムの研究、開発、

生産、品質管理等をグローバルに展開されていることを学ぶことが出来ました。シスメックス㈱様の関係者の

皆様には、大変お世話になりました。本紙面をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。

ソリューションセンターショールーム プレゼン風景

2005年に神戸市西区に開設されましたソリューションセンターでは、林取締役よりシスメックス㈱様の会社

概要をご説明していただき、その後、臨床検査器の展示室、ITを駆使したコールセンターを視察しました。

ソリューションセンター（サービスサポート拠点）

検体検査用試薬は西神工場と小野工場の2拠点で生産されており、優れた生産技術と徹底した品質管理

システムについてのプレゼンを受けました。その後西神工場で実際の生産ラインを見学させていただき、高

品質な「メイドインジャパン」のものづくり姿勢を学びました。また、テクノパークではオープンラボを視察さ

せていただきました。

シスメックス国際試薬㈱・テクノパーク

シスメックス国際試薬㈱見学 テクノパークオープンラボ
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新 会 員 紹 介

■事業内容
ゴルフ用品、中でもクラブとボールが主力。ゼ

クシオとスリクソンのブランドで広くゴルファー
から支持されており、国内では最大手です。その他テニス用品も製造
しており、ゴルフ・テニスのソフトビジネス（スクール事業やトーナメン
ト事業など）も展開しています。2014年からフィットネス分野にも進出
し、第3の柱とすることをめざします。

■営業品目
ゴルフ用品、テニス用品の製造・販売。フィット

ネス事業。

代表取締役社長　木滑　和生
〒651-0072　
神戸市中央区脇浜町3丁目6番9号
078-265-3200
078-265-3135
http://www.dunlopsports.co.jp
92億750万円
361人

代 表 者
所 在 地

T E L
F A X
U R L
資 本 金
従業員数

ダンロップスポーツ株式会社

■事業内容
昭和31年に鉄工業を創業し、現在は総合建設

業として、企画開発から完成まで、一貫した責任
体制でお客様のニーズにお応えしております。また、鉄構事業部に
おいては、近畿エリアのみならず関東エリアまで積極的に事業展開
し、国土交通大臣認定工場（Hグレード）として、品質管理を徹底
した一貫生産で「IZUMO」ブランドをつくり、建築物の「心臓部」を
構築しております。

■営業品目
建築工事、鋼構造物工事、土木工事、耐震型

防火貯水槽

代表取締役社長　出雲　津芳
〒656-2163　
兵庫県淡路市中田402番地
0799-62-4455㈹
0799-62-4500
http://www.izumo-k.co.jp/
6,000万円
47人

代 表 者
所 在 地

T E L
F A X
U R L
資 本 金
従業員数

株式会社出雲建設

■事業内容
国内外における特許・実用新案・意匠・商標の

権利化業務（出願、中間処理等）の他、知的財産
を活用した産学連携やブランディングの支援、中小企業を対象にした
知財部アウトソーシング等、知的財産に関する幅広い業務を行ってい
ます。知的財産を取り巻く環境が変化し続ける中、その時々で適切な
サービスを提供することができるよう努力してまいります。

■営業品目
特許・商標等の知的財産に関する権利化業

務、調査、訴訟、コンサルティング

所長　是枝　洋介
〒650-0024　
神戸市中央区海岸通8番
神港ビルヂング5階
078-325-1071
078-325-1072
http://www.kcip.jp/
4名

代 表 者
所 在 地

T E L
F A X
U R L
従業員数

是枝特許事務所

会 員 動 向

代表登録者変更
企　業　名 旧　代　表　者新　代　表　者

公益財団法人　新産業創造研究機構
神姫バスツアーズ株式会社

理事長　　　　　牧村　　実
代表取締役社長　今井　治生

大橋　忠晴
山口　隆博

新入会員
企　業　名 所　在　地代　表　者　名

株式会社城洋
キリンビバレッジバリューベンダー株式会社

代表取締役　　　角田　城治
近畿圏支社長　　平井　清衛門

姫路市
神戸



イベント情報
月　日

9月24日㈭

10月8日㈭

10月29日㈭

事業名・内容

会員交流見学会（丹波・豊岡）

ベトナムセミナー

工場見学会（広島県）

場　所

ダンロップスポーツ・東海バネ工業

アリストンホテル（神戸市中央区港島中町）

コベルコ建機・マツダミュージアム

ご入会・セミナー・講演会・研修などのお問合せ・お申込みは…

〒650-0011　兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 兵庫県中央労働センター３階
TEL 078（361）5667／FAX 078（371）4336
Eメールアドレス mail@hyogo-ia.or.jp
URL http://www.hyogo-ia.or.jp

本 部

〒650-0011　兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 兵庫県中央労働センター３階
TEL 078（361）5667／FAX 078（371）4336

神戸事務所

〒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

姫路事務所

公益社団法人 兵庫工業会

平素は、（公社）兵庫工業会
の諸事業に対しまして、温かい
ご支援とご協力を賜り、心から
お礼を申し上げます。

さて、今年も昨年に引き続き会
員交流懇親会“忘年パーティー”
を開催いたします。

今回は兵庫工業会30周年
記念事業といたしまして、左記
のとおり記念講演および功労者
表彰を開催いたしますので、
奮ってご参加の程よろしくお願
い申し上げます。

詳細につきましては、改めて
ご案内申し上げますので、日程
を予めご予定いただきます様、
宜しくお願い申し上げます。

日　時：平成27年12月4日㈮　14：30～19：00
場　所：神戸ポートピアホテル　南館 1F 「大輪田の間」

神戸市中央区港島中町6丁目10－1　☎078（302）1111
参加費：13,000円／人（30周年記念講演＋懇親会）
内　容：「大輪田の間」 パターゴルフ
 〃  足型計側
 〃  きき酒会（日本酒・ワイン） 

14：30～15：30

 〃  物産展
 〃  30周年記念講演
  　講師：阿川　佐和子氏 

15：30～17：00

 〃  30周年記念功労者表彰 17：10～17：30
 〃  懇親会   17：30～19：00
  ・鏡開き　・福引き大会

会員交流懇親会“忘年パーティー”（ご案内）
平成27年度

開　催　要　領


