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特集1 企業経営の未病改善

最近こんなことありませんか？

従業員が探し
物をよくして
いるなぁ

最近、新聞を
じっくり読ん
でいないなぁ

思った価格
で取引がで
きないなぁ

従業員との会
話がめっきり
減ったなぁ

中小企業応援キャラクター「すくすクン」

該当する質問があれば

「企業経営の未病」かもしれません。
早めの気づきで、将来リスクに早期に対応しましょう！
県では、県内の中小企業･小規模企業の経営者の皆さまに、経営状況が下降する前にその兆しに気
づいていただき、早期に必要な対策（企業経営の未病改善）を講じてもらえるよう、企業経営の未病
を見える化するシートの作成を進めています。 ●県中小企業支援課　TEL 045(210)5556

「企業経営の未病」とは
　企業の経営状態は「健全経営」と「経営不振」を明確に区別できるものではありません。
この健全経営と経営不振の間を連続的に変化する状態が「企業経営の未病」で、下の図の
ようなグラデーションモデルで表すことができます。

健全経営 経営不振未　病
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特集1 企業経営の未病改善

県では企業経営の未病改善の取組を進めています！
～チェックシートのプロトタイプができました！～

  企業経営の未病改善の取組
　企業の経営者は、経営の悪化に薄々気づいていても、それを人に相談するとかえって信用を失ってしまうのではないか
と恐れ、結果的に対策が手遅れになってしまうことがあります。
　企業経営も人間の心身の状態と同じく常に健全経営（健康）と経営不振（病気）の間を連続的に変化しているものであ
り、少しでも健全経営にもっていこうとする取組が「企業経営の未病改善」です。
　現在県では、簡単な質問にお答えいただくことで企業経営の未病が「見える化」できるシートの作成を進めています。見
える化された未病の改善に県や支援機関が一緒に取り組むことで、早い段階からサポートしていきます。

  未病改善の支援体制
　企業経営の未病改善の取組は、商工会・商工会議所や（公財）神奈川産業振興センターをはじめ、経営者の皆さまにとっ
て身近な相談先である税理士などの士業の方、金融機関の方のご協力も得て進めています。
　また、チェックシートに取り組んでいただいた方のための相談ダイヤルを今後（公財）神奈川産業振興センター内に設置
する予定としています。

  「企業経営の未病チェックシート」試作版
　県、有識者、支援機関、金融機関で構成する「神奈川県中小企業・小規模
企業経営の未病改善検討会」の議論を経て、チェックシートのプロトタイ
プ（試作版）を作成し、現在、中小企業・小規模企業の経営者の皆さまに実
際に試行していただいています。
　そこでの意見をもとにシートを改良した後、本格的に皆さまへの提供を
開始します。

Ｑ　チェックシートの対象は？
Ａ　中小企業・小規模企業の経営者を想定しています。また、「製造業・卸売業編」「小売

業・飲食業編」「サービス業・その他編」の３つを用意しています。

Ｑ　チェックシートの特徴は？
Ａ　（1） 一人で簡単に取り組める（人に知られずチェックできる）

（2） 企業の現状と外部要因からリスクをあぶり出せる（見える化できる）
（3） 財務の具体的な数字を必要としないことで答えやすくしている（気軽にできる）

Ｑ　完成はいつ頃？
Ａ　年内を目途に作成中です。

Ｑ　試しにチェックシートをやってみたい場合は？
Ａ　次のＵＲＬにチェックシートがあります。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/cnt/f538000/index.html 検索 企業経営の未病改善
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特集2 新事業展開

新たな事業にチャレンジ
将来の柱となる事業を創る

ＫＩＰと
新しい

扉を開
けよう

少子高齢化による国内需要の変容、国際競争の激化などで、既存の製品・サービスに対する
需要は変化しています。継続して成長する企業であるために、御社の技術、知財、ビジネスパー
トナー、顧客といった「資産」にアイデアを加え、新たな事業を展開しませんか。新製品開発・事
業転換・多角化・新事業開拓など、プラン構築から事業化までKIPの総合支援で後押しします。

●経営支援課　TEL 045(633)5203　E-mail：management@kipc.or.jp

県下最大級のビジネスコンテスト

かながわビジネスオーディション2019

目指せ！神奈川県知事賞 副賞100万円

「かながわビジネスオーディション」は、新規性・独創性、市場性・将来性、実現可能性、社会・経済への貢献
性が高い事業を行う、志の高い起業家、スタートアップ企業、ベンチャー企業、イノベーション企業の輩出を
サポートするビジネスコンテストです。

応 募 資 格：神奈川県で起業又は新事業展開に挑戦する中小企業・小規模企業者並び個人
※ 詳細はHPにてご確認ください

審 査 基 準：新規性・独創性、市場性・将来性、実現可能性、社会・経済への貢献性、各賞の表彰対象との相応性

表　彰　名：神奈川県知事賞　副賞100万円／イノベーション大賞／来場者賞　他

最終審査会：2019年2月6日（水）パシフィコ横浜　アネックスホール

主　　　催：かながわビジネスオーディション実行委員会

応募は9月30日（日）まで！
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特集2 新事業展開

４つの専門機関を味方にイノベーションを実現

経営・技術・金融の連携サポート
神奈川の将来を切り拓く事業を総合支援！

「連携サポート」とは？
中小企業の生産性の向上やイノベー
ションの取組みに対して４機関が連携
し、経営面、技術面、金融面から総合的
に支援します。このうち、特に神奈川の
将来の成長につながることが大きく期
待される事業を「かながわイノベーショ
ン戦略的支援事業」として認定し、4者が
一体となり、重点的な支援を行います。

「かながわイノベーション戦略的支援事業」として認定した企業
認定事業については、事業化に向けた計画づくり、技術面でのサポート、販路開拓の支援、
設備・運転資金などの融資面での検討など、４機関が連携し総合的に支援していきます。

経営・技術・金融の総合支援についてのお問合せ先

連携拠点

技術支援

信用保証

経営支援

金融相談・
貸付

連携拠点

【経営・技術・金融による総合支援】

中小企業

日本公庫 県保証協会

K I P KISTEC
研究開発

大学等による
ベンチャーなど

企
業
名 （株）NIL モーションリブ（株） （株）マキシマムテクノロジー

事
業
内
容

白髪改善等を目的とした
ヘアケア商品の販売
吸収効率を高めた粒子（スー
パーナノ粒子（SNP））を用いた
白髪改善及び育毛を目的とす
るヘアケア製品の製品化・事業
化。高い競争力を有し、成長性
の高い事業といえる。

リアルハプティクス技術（力触
覚技術）の事業化
リアルハプティクス技術の応用
を可能にするための基幹部品と
して開発した「力触覚コントロー
ラ」の製造販売など。ロボット市
場の拡大などから今後の成長が
期待される。

ＰＴＣサーミスタの多用途応用
展開
PTCサーミスタの応用製品の
開発、製造、販売。格納式ドアミ
ラーの位置検出回路としての実
績があり、自動車以外の幅広い
分野での製品化の可能性を秘
める。

SUNAパーフェクトセット（製品セット） リアルハプティクス技術（力触覚技術） PTCサーミスタ

経営支援課
TEL 045(633)5203

事業化支援部
TEL 046(236)1500（代）

横浜支店
TEL 045(682)1061

経営支援部
045（681）7196

5中小企業サポートかながわ　2018-9



特集2 新事業展開

 創立70周年記念保証

「かんしゃ70」を創設
～ 保証料割引で、地域経済の活性化に取組みます！ ～

●神奈川県信用保証協会　審査部審査課　 TEL 045（681）7174

検索 神奈川県信用保証協会詳しくは、当協会ホームページをご覧ください。

　神奈川県信用保証協会は、平成30年12月23日に創立70周年を迎えます。
　このたび、当協会のお客さまに感謝の気持ちを表すため、創立70周年記念保証「かんしゃ70」を創設し、
9月3日より取扱いを開始しました。

●通常の保証料率より、約20％引き下げした低保証料率を適用。
●対象者は、当協会を利用中の中小企業者、または、本制度受付日から

遡って2年以内に保証債務残高がある中小企業者。
●保証期間は、運転資金は通常7年のところ最長10年まで利用可能。

特 徴

かながわの特性を活用し、付加価値創出

地域経済牽引事業
地域経済への波及効果が見込める事業を減税などで支援！

神奈川県では、地域未来投資促進法に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出する地域経済牽
引事業に取り組む企業を支援しており、KIPでは県内中小企業を対象に、専門相談員が事業計画の作成支
援を行っています。県の承認を受けた事業計画については、設備投資に対する減税などの支援を受けること
が可能となります。 ●県産業振興課 新産業振興グループ 　TEL 045（210）5636

地域経済牽引事業の承認を受けるためには、以下の要件１～３を満たす必要があります。

詳しくはこちら　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/chiikimirai/chiikimirai01.html

事業計画の作成、ブラッシュアップはKIPに相談！
●経営総合相談課　TEL 045(633)5200　　●県央支所　TEL 046(292)0322

【要件１：地域の特性を活用すること（①～⑨のいずれか）】
①京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区を中心とした医薬品、医療機器、再生医療等製品関連産業の集積を活用し

たライフサイエンス分野
②県西地域を中心とした健康関連産業の集積を活用した未病分野
③さがみロボット産業特区を中心としたロボット関連産業の集積を活用したロボット分野
④（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つ環境・エネルギー関連技術を活用

した環境・エネルギー分野
⑤古都鎌倉や東京2020オリンピック競技大会セーリング競技会場の江の島をはじめとした多様な歴史・文化・スポーツ・自然・景

観などの観光資源を活用した観光分野
⑥（国研）情報通信研究機構をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つＩｏＴ、ＡＩ関連技術を活用した第４次産業革命関連

分野
⑦自動車、航空機部品、ＩＴ／エレクトロニクス等関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
⑧（地独）神奈川県立産業技術総合研究所をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つ新素材等の技術を活用した成長ものづ

くり分野
⑨三崎のマグロをはじめとした地域食材などの特産物を活用した６次産業分野

【要件２：高い付加価値を創出すること】
・付加価値増加分：6,600万円超

【要件３：いずれかの経済的効果が見込まれること】
●取引額：10％増加　　●雇用者数：5％増加
●売上げ：10％増加　　●雇用者給与等支給額：7％増加
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神奈川県事業承継ネットワーク

　去る7月24日、神奈川中小企業センタービルで平成30年
度の神奈川県における事業承継支援の取組内容等につい
て、情報共有を図り、効果的な協力連携体制を構築すること
を目的に「平成30年度第1回神奈川県事業承継ネットワー
ク全体会議」が開催されました。
　会議には、国、県からのご来賓の方々を含め、構成機関で
ある、市町村、商工会・商工会議所、金融機関、各種士業団
体のご担当者等、合計110名が参加しました。
　会議では、神奈川県の高澤産業労働局長の挨拶に始ま
り、来賓の挨拶・紹介の後「事業承継ネットワーク事業の概
要」、「事業承継支援の考え方」、「神奈川県事業承継支援戦
略」等の説明が行われました。
　今後も、オール神奈川の取組みとして、県内全域のネット
ワークのもと、地域の各支援機関と連携し、中小企業・小規
模企業の事業承継の早期・計画的な取組みのさらなる促進
を図っていきます。

「神奈川県事業承継支援戦略」の概要
　事業承継を促すことで、地域の活性化や県内経済の発展、雇
用の維持・拡大、生産性の向上が促進されるような取組みを充
実強化すべく、県と協議し「神奈川県事業承継支援戦略」を策
定いたしました。

［今年度目標］
事業承継診断を計5,000件、事業承継計画の策定支援等を
100件超とします。

主な支援としては

1 「地域ネットワーク」サポート
　神奈川県内各地域において身近な支援機関が相互に連携し
ながら中小企業・小規模企業の課題解決支援に取り組む「地域
ネットワーク」の構築・運営を支援します。

2 個者支援
　「事業承継診断」を受けた、あるいは経営者向けセミナー等
に参加した中小企業等に対して必要に応じて専門家を派遣し、
事業承継に係る具体的な個者支援を行います。

3 支援者サポート
　構成機関に対して、「事業承継診断実施」や「個者支援」の取
組がしっかり行われるよう、必要なスキル・能力を習得してもら
うための研修や講習会を企画・実施します。

●神奈川県事業承継ネットワーク事務局　TEL 045(633)5107

 「神奈川県事業承継ネットワーク」は
事業承継をさらに推進します‼

西村 嘉彦
業務主任

松原 広志
ブロックCO

今井　浩
承継CO

小池 登志男
ブロックCO

佐々木 一誠
ブロックCO

全体会議の様子

　今年度は、「事業承継診断」等を通じた個者支援に取組むべ
く、新たに全体を統括する承継コーディネーター（承継CO）1
名、及び地域を担当するブロックコーディネーター（ブロック
CO）3名を配置し、事務局体制を強化しました。

支援体制の強化
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KIPからのご案内

調査結果

平成30年度「発注企業生産現況調査（6月調査）」
生産現況は前期より改善、次期見通しについて
も更に改善の見込み

調査時期／業種 鉄鋼 非鉄 金属 機械 電気 輸送 精密 その他 全業種
29 年 06 月期 60.0 ▲ 25.0 ▲ 6.9 3.6 ▲ 15.2 0.0 ▲ 31.3 0.0 ▲ 5.5
29 年 09 月期 25.0 66.7 ▲ 4.8 20.9 22.9 40.9 ▲ 16.7 21.1 19.7
29 年 12 月期 66.7 33.3 37.0 31.1 10.5 0.0 64.3 18.2 26.4
30 年 03 月期 33.3 37.5 ▲ 20.8 27.9 0.0 25.0 41.7 ▲ 15.8 11.3
30 年 06 月期 25.0 66.7 ▲ 4.8 20.9 22.9 40.9 ▲ 16.7 21.1 19.7

30 年 09 月期見通し 50.0 16.7 42.9 25.6 28.6 18.2 16.7 42.1 29.0

　県内発注企業の6月期・生産現況（全業種）を見ると、前期の11.3から8.4ポイント増
加の19.7となり、改善した。また、3カ月先（30年9月期）の見通しでは、今期の19.7から
9.3ポイント増加の29.0と更に改善する見込みとなっている。

●取引振興課 TEL 045（633）5067

※ 業種別の生産現況と生産見通しをB.S.I値（上昇企業数割合―下降企業数割合）で表したもの

業種別の生産現況
　8業種のうち、「鉄鋼・非鉄・機械・電気・輸送・その他」の6業種で
B.S.I値がプラスとなり、「金属・精密」の2業種がマイナスとなった。
　30年6月期と比べ、次期（30年9月期）については、8業種すべて
がプラス値となり、「金属」は今期の▲4.8より47.7ポイント増加の
42.9と大幅な改善を見込んでいる。

調査期間：6月29日～7月13日
調査対象：500社

（登録企業データベースに登録している 
資本金3,000万円以上の県内発注企業）
回答企業数：203社　回答率：40.6％

受・発注商談会in相模原11月21日（水）
発注、受注企業を順次募集中！
　ＫＩＰでは、製造業の皆さまの取引拡大を促進するため、発注企業と受注企業が一堂に会
し、事前マッチング形式による「受・発注商談会」を開催します。新規取引先等を開拓し、事業
拡大を図りたいとお考えの皆さま、ぜひご参加ください。

●県央支所 TEL 046（292）0322
■会　　場

■アクセス
■募集対象
■商談形式

■参 加 費
■募 集 数

■主　　催

■後　　援
　（予定）

相模女子大学グリーンホール多目的ホール
（相模原市南区相模大野4-4-1）
小田急線「相模大野駅」北口より徒歩４分
中小企業（主に製造業）
発注企業との対面式での商談
※ 商談先は、事前に受注企業から商談希望先をお
聞きする「事前マッチング方式」となります

無料（県外受注企業は5,000円〈税込〉）
発注企業：42社　受注企業：250社
※ 会場の都合上、定数を超えた場合は参加をお断
りすることもあります。あらかじめご了承ください

(公財)神奈川産業振興センター、相模原
市、相模原商工会議所、(株)きらぼし銀行
厚木市、海老名市、綾瀬市、大和市、座間
市、(公財)相模原市産業振興財団、城山
商工会、津久井商工会、相模湖商工会、藤
野商工会、かながわ中小企業支援プラット
フォーム、神奈川県信用保証協会
※ 詳細及び募集時期は、KIPホームページをご覧ください

■申込期間

■申込方法

発注企業：8月上旬～9月上旬
受注企業：9月中旬～10月上旬
KIPホームページ（http://www.kipc.
or.jp）から

新規取引開拓
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県からのご案内

見てくれ、神奈川の企業力!
— 神奈川がんばる企業エース —　［ Vol.7 ］

県は、独自の工夫により付加価値額や経常利益を増加させた中小企業からの申請により46社を「神奈
川がんばる企業」として認定し、その中でもビジネスモデルの独創性や地域貢献度などが特に優れた
10社を「神奈川がんばる企業エース」に認定しました。エース企業に、その原動力をインタビュー!

磨いて耐久性アップ！
　社名となっているWPCの処理に加え、
コーティングや磨きなどの表面処理の
技術を複合的に駆使し、疲労強度や耐摩
耗性の向上、摩擦力の低減などを実現す
るのが、他に真似できない当社の技術で
す。産業用部品や自動車用部品ではより
コンパクトで高い耐久性が、食品業界で
は安全安心が求められる今、お客さまの
ニーズに合った処理をご提案し、信頼を
得ています。

食品業界からのオファー
　ちょうど食品業界では、異物混入が
大きな社会問題となっていました。特に
フッ素系コーティングや樹脂テープが
剥離すれば、回収コストの増大や企業イ
メージの低下に繋がります。そこでコー
ティング以外の方法はないかと相談が
ありました。とりわけ粉の付着抑制処理
は、歩留まり向上、生産性の向上はもち

ろん、洗浄時間の短縮による光熱費の削
減、人手不足の解消対策にもなります。
また粉の廃棄量と洗浄時の水道使用量
の削減は環境負荷の軽減になり、これは
社会貢献に繋がると考え着手しました。
　WPC処理®は金属表面の凹凸を形成
するだけで粉の付着を抑制することか
ら、剥がれるものがないという安心感が
あり、多くの食品会社からのご相談が相
次いでいます。

国の研究機関と対決
　お客さまのお困りごとには、現場に即
した対応をしています。例えばトラブルの
起こったワークをお預かりし、始めにマイ
クロスコープ等で様々に観察し、原因を
究明します。その上で、表面形処理やコー
ティング等を提案します。
　長年、現場で蓄積したノウハウにより、
技術力には自信を持っており、過去には
TV番組で国の研究機関と対決を行い、

圧倒的な差で勝利しました。壊れにくくす
る！滑りを良くする！離型（付着）を良くす
る！に関してはどの企業にも負けません。

表面処理のコンサルタントへ
　技術だけでなく、材質の選定、他の表
面処理のご提案など、「金属の疲労強度、
耐摩耗、低フリクション、付着抑制などで
困ったことがあれば、不二WPCに聞けば
解決する」と言っていただける駆け込み
寺のような企業、「金属表面処理のコン
サルタント」を目指します。

表面磨きの処理技術を
食品用に転嫁し大躍進株式会社 不二WPC

滑りでは負けないぞ！！

金属製品の表面に微粒
子を衝突させることで、
圧縮残留応力が付与さ
れ、疲労強度がアップ。ま
た表面にできる微細な
凹凸が、オイル保持や点
接触でのフリクション低
減、離型性（付着抑制）の
向上に寄与

ホッパーの右側へのみWPC処理®を
施した。粉の付着が全然違う！

NHK「超絶凄ワザ！」撮影の1コマ

株式会社 不二WPC
設立：1997年　事業内容：WPC処理®の
受託加工、DLCコーティングの受託加工
所在地：相模原市南区大野台4-1-83
TEL 042(707)0776

認定されたこ
とで問合せが

増え、

取引先に安心
して導入して

いただ

くきっかけと
なりました。知

名度が

アップしたこ
とによる新た

な需要

にお応えしよう
と、従業員が

一丸と

なり、また開発
にもより力が

入るな

ど、やる気に満
ちています。

エース企業に
選ばれて

金属表面に微粒子を高速で投射することで、微
細な凹凸を作り、金属をツルツルにするＷＰＣ
処理に加え、磨き技術や硬質皮膜を複合処理す
ることで金属の特性を向上させる(株)不二ＷＰ
Ｃ。金属を強く硬く滑らかにし、産業用、自動車
用部品で活躍中だ。そんな企業に食品業界から
引き合いが相次いでいるという。オファーの内
容は!?代表取締役社長の下平英二氏に聞いた。
●県中小企業支援課　TEL 045（210）5556

WPC処理®とは
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海外駐在員

県からのご案内

米国テキサス州の
投資環境をご紹介！

　米国は、3兆7,254億ドルの直接投資を各国から呼び込み、
それらによる雇用者数は約680万人に達する。日本からの直
接投資は4,243億ドル（国別第３位、構成比11.4%）、雇用者数
は約86万人（国別第2位、構成比12.6％）を占め、米国の地域
経済を下支えしている（米国商務省）。
　米国商務省は、更なる対米投資を促進するため、2018年6
月20日から22日の3日間、ワシントンD.C.近郊でSelect USA
サミットを開催し、海外66か国・地域や米国州政府などから
3,000人以上が参加した。国・地域別参加者数は、上位から台
湾、中国、日本、インドとアジア勢が目立つ。
　サミット冒頭、ウィルバー・ロス商務長官は、税制改革による
法人税減税（35%から21%）や、規制緩和（既存規制22本を廃
止）の取組みを説明し、ビジネスフレンドリーな米国への投資
促進を呼びかけ、各州政府も呼応し、投資誘致策を競った。
　中でも注目を集めたのは、「今後2～3年で市場が拡大すると
思われる州」として3年連続で第1位（ジェトロ「米国進出日系企
業実態調査（2014年から2016年）」）となったテキサス州だ。
　その理由を確かめるため、ジェトロ主催の投資環境ミッショ
ンに参加し、現地進出企業から話を伺った。
　昨年、カリフォルニア州からテキサス州ダラス近郊のプ
レイノに北米本社機能を移転したToyota Motor North 
Americaの小玉 寿仁 バイスプレジデントは、豊富な人材、
NAFTAエリアの中央部への立地、グローバル企業の集積や
生計費面での優位性などを挙げる。
　製造業だけでなく、サービス業の進出も続く。紀伊國屋書
店は、過去2年間でテキサス州に3店舗を出店した。渡邉 成一
リージョナルマネージャーは、日系企業の進出加速に加え、州
の法人税及び個人所得税が課税されないこと、店舗出店時の
許認可手続きや広報面における地方政府の手厚い支援につい
て言及した。
　ジェトロヒューストン事務所の平井 利長 所長は、①地理的
要因（米国の中央に位置し中南米にも好アクセス）、②人口増

（労働と消費の担い手）、③ビジネスしやすい環境（低い税率、
労働組合への加入強制がないこと等）、④ビジネス参入機会の
拡大（シェール開発、LNG輸出プロジェクト、石油化学プラン
ト建設、大手企業の本社移転等）、⑤生活コストの低さをテキ
サスが選ばれる理由として総括する。ジェトロはダラスにサテ
ライト・デスクを設置し、進出を検討する日系企業をサポート
している。
　日系企業だけでなくグローバル企業の本社が集積し、労働
人口が流入することで消費市場としての魅力も高まるテキサ
ス州。現地視察やブリーフィングに関心がありましたらぜひお
問い合わせください。

ウィルバー・ロス商務長官
（セレクトUSAサミット）

北米トヨタ本社（テキサス州プレイノ）

ジェトロヒューストン事務所

●県企業誘致・国際ビジネス課
　TEL 045（210）5565

企業進出が相次ぐテキサス州の
魅力とは？
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資金調達

資金調達

県からのご案内

●県金融課（金融相談窓口）　 TEL 045（210）5695

売上や利益の減少でお困り　　
の中小企業者の方へ
～経営支援特別融資(一般枠)を
ご活用ください～

　県内で事業を営む中小企業者を対象に、県が貸付原資の一
部を負担し、神奈川県信用保証協会が公的な保証人となるこ
とで、金融機関が低利な融資を行います。今回は、「経営支援
特別融資(一般枠)」をご紹介します。

検索 神奈川県　制度融資

●県金融課 資金貸付グループ　TEL 045（210）5681

超長期·低利による企業立
地支援~企業誘致促進融資

「セレクト神奈川100」の支援メニュー
の１つについてお知らせします

　県内に事業所等を新設・増設する中小企業・中堅企業の皆
さまを対象に、土地購入や建物整備等に必要な資金を取扱金
融機関が県の定めた条件で融資します。

対 象 業 種：＊製造業 ＊電気業（発電所に限る） ＊情報通信業 ＊卸売業（ファブレス企業に限る） ＊小売業（デュー
ティーフリーショップに限る） ＊学術研究・専門・技術サービス業 ＊宿泊業（ホテルに限る） ＊娯楽業

（テーマパークに限る）
対 象 産 業：＊未病（食品その他の心身の状態の改善に資するものに関する事業）

＊ロボット ＊エネルギー ＊観光 ＊先端素材 ＊先端医療
＊IT/エレクトロニクス ＊輸送用機械器具

投 資 要 件：＊最低投資額：5,000万円以上 ＊雇用要件：常用雇用10人以上
融 資 期 間：15年以内（据置き2年以内を含む）
融資限度額：最大10億円で事業費の80％以内
融 資 利 率：（固定金利）年0.9％以内～1.5％以内
※ 詳しくはお問合せください　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5779/

セレクト神奈川100ロゴマーク

融資対象者　最近3か月間又は6か月間の売上高又は売上総利
益額（粗利益）の合計が、直近3年のいずれかの年
の同期と比較して減少している中小企業者等

資金使途　運転資金・設備資金　　　融資限度額　8,000万円
融資利率　年2.0％以内（固定金利）　融資期間　1年超10年以内
保証料率　0.45％～1.52％(県信用保証協会の保証が必要)
お申込み　取扱金融機関の窓口へ直接お申込みください。
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働き方改革

資格試験

県からのご案内

●平成30年度神奈川県テレワーク導入促進事業事務局
　（株式会社テレワークマネジメント） TEL 03（3265）5012
　 ※  神奈川県事業委託先

中小企業・推進担当の不安解消
テレワーク体験セミナー
今話題のテレワークを
ご体験いただけます！

　県では、県内の中小企業等のテレワーク導入を担当する予
定の方向けにテレワーク体験セミナーを開催します。当日はテ
レワークを導入している企業の体験談や実際にパソコンを使
用してテレワークの疑似体験をしていただけます。ぜひご参加
ください！

検索 テレワークマネジメント

●神奈川県職業能力開発協会　TEL 045（633）5419
●県産業人材課　　　　　　　TEL 045（210）5720

平成30年度
後期技能検定のご案内

　技能検定とは、働く人々の持っている技能を一定の基準に
よって検定し、これを公に証明する職業能力開発促進法に基
づく検定制度です。なお、この試験は「実技試験」及び「学科試
験」により実施されます。合格した方には、厚生労働大臣（特
級、1級及び単一等級）又は、県知事（2級及び3級）から合格証
書が交付され、「技能士」と称することができます。

申請受付期間　10月1日（月）～12日（金）　※ 土・日曜日、及び祝日を除く 
申請受付時間　9：00～16：00　※ ただし、10月3日（水）は19：30まで

申請受付場所　神奈川県職業能力開発協会
　　　　　　　（横浜市中区寿町1-4、かながわ労働プラザ6階）
受検申請書用紙配布場所（配布は9月上旬から）
神奈川県職業能力開発協会、県立産業技術短期大学校、各県立総合職業技術校、神奈川障害者職業能力開発校、
各地域県政情報コーナーなど

横浜会場　日時：①10月16日(火)、②10月26日(金)
　　　　　各回とも14:00～16:50
　　　　　(引き続き16:50より希望者のみ個別相談会)

　　　　　会場：I.S.O横浜(横浜市中区)
厚木会場　日時：10月９日(火)14:00～16:50
　　　　　　　 (引き続き16:50より希望者のみ個別相談会)
　　　　　会場：テレワークK本厚木(厚木市)

講師　株式会社テレワークマネジメント
代表取締役　田澤 由利 氏
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作品展

障害者雇用

研修会

県からのご案内

検索 神奈川県　廃棄物自主管理事業

●県産業振興課 技術開発グループ
TEL 045（210）5640

●一般社団法人 神奈川県発明協会
TEL 045（633）5055

　次世代を担う県内の小・中学生による、新規性およ
び独創性に富んだ発明くふう作品を展示します。青少
年に、発明くふうする楽しさと創作する喜びを感じて
もらい、創造性豊かな人間形成を目指すことを目的と
して、毎年開催している展覧会です。青少年の個性豊
かな作品を、ぜひ会場でご覧ください。

開催日　11月16日（金）～18日（日）
時　間　10：00～17：00 （最終日は16：00まで）
会　場　神奈川中小企業センタービル14階
　　　　多目的ホール （JR関内駅北口より徒歩6分）
入場料　無料
http://k-hatsumei.jpn.org/index.html

　毎年9月は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構が定める「障害者雇用支援月間」です。
　事業主の皆さまには、「障害者の雇用の促進等に関
する法律」に基づき、一定の割合（＝法定雇用率）以上
の障がい者を雇用する義務があります。本年4月1日
から民間企業の法定雇用率が2.0%から2.2％に引き
上げとなり、従業員45.5人以上の事業主が、制度の対
象になりました。

９月は
「障害者雇用支援月間」です

～障がい者雇用について
考えてみませんか～

第77回神奈川県青少年
創意くふう展覧会を開催！
県内の小・中学生が創った
個性豊かな作品を展示します

●県資源循環推進課　 TEL 045（210）4156

「電子マニフェスト操作
研修会」のご案内
特別管理産廃の多量排出事業者
⇒電子マニフェストの義務付け決まる！

　神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市
が協働して行っている、神奈川県廃棄物自主管理調整
会議では、「電子マニフェスト」の加入促進を目的とし
た操作研修会を開催します。
　なお、先着順としますのでご了承ください。
　詳細は、神奈川県ホームページをご覧ください。
　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/f94/

検索 神奈川県　創意くふう展覧会

●県雇用対策課 障害者雇用促進グループ
TEL 045（210）5871

検索 神奈川県　障がい者の雇用促進

会　場 開催日
Winスクール横浜校（第1回） 10/12（金）

横須賀市生涯学習センター 10/18（木）

ユニコムプラザさがみはら 11/8（木）

川崎市産業振興会館（第1回） 11/16（金）

Winスクール横浜校（第2回） 11/28（水）

川崎市産業振興会館（第2回） 12/7（金）

Winスクール厚木校 12/12（水）

　県では、中小企業の皆さまの障がい者雇用の取組
をお手伝いするため、県障害者雇用促進センター職
員による個別訪問で情報提供や出前講座等を行うほ
か、精神障がい者の職場定着を促進するための補助
を実施したり、他社の雇用事例を知ることができる企
業交流会、セミナーなどを行っています。
　「障害者雇用支援月間」を機会に、障がい者の雇用
について考えてみませんか。
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産技総研からのご案内

川崎生命科学・環境研究センター

● （地独）神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)企画部内
　 KISTEC Innovation Hub 事務局　TEL 046(236)1500(代表)

開催日　10月16日(火)
会　場　川崎生命科学・環境研究センター（LiSE)大会議室
　　　　（川崎市川崎区殿町3-25-13）
発表者　KISTEC研究員、他
参加料　無料

　KISTEC「食品機能性評価」グループの阿部 啓子リーダー(東京大学 大学院 特任教授)が食品の機能性に関して世界
的な動きから神奈川県の取り組みについて講演を行います。また、近隣する研究機関の見学ツアーにもご参加いただき、
地域の取り組みについて紹介します。

KISTEC Innovation Hub 2018
in Tonomachi

口頭発表 ポスター発表

開催日　10月24日(水)～26日(金)
会　場　(地独)神奈川県立産業技術総合研究所　海老名本部 (海老名市下今泉705-1)
発表者　企業、理工系大学、公設試験研究機関等の技術者、研究者など
参加料　無料

※ 各会場への参加方法については、ホームページhttps://www.kanagawa-iri.jpよりご確認ください

　ロボット関連技術、情報・生産技術、デザイン、エネルギー関連技術、機械・材料技術、電子技術、化学技術など“ものづく
り”に関する研究成果や技術情報を紹介し、研究者・技術者等の交流を促し、研究開発力の向上につなげていただくため
の場として開催します。

KISTEC Innovation Hub 2018 in Ebina
〈神奈川県ものづくり技術交流会〉
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無表情で内気な暗い過去
　子どもの頃から幸薄い顔と言われ、
20代になりクルーズ船のアテンダント
職に就くも、「表情が硬い！」と先輩社員
からマイクを取り上げられるなど、引っ
込み思案の青春時代を送る。
　30代になり突如、「アルゼンチンタン
ゴのダンサーになる！」と奮起。体育の
成績は常に「1」の運動音痴だったが、
血のにじむような筋トレで肉体改造を
行い、38歳でなんとアルゼンチンタンゴ
ダンス世界選手権アジア大会で優勝す
る。しかし歓喜の絶頂で、ダンスパート
ナーが地方に戻ることに。お先は真っ
暗。追い打ちをかけたのが、優勝を報じ
るダンス雑誌に載った自分の姿だった
――「これ、誰？」。

顔の運動不足を痛感
　満面の笑顔で表彰台に立ったつもり
でいた。しかし、眉
間には3本のシワ、
ほうれい線は深く
刻まれ、毛穴が縦
にダラリと広がる
自分がいた。

　しかし間々田氏、「筋トレで身体が変
わったように、顔だって鍛えられるは
ず！」と、「先のことまで考えず」行動に
移す。ちょうど顔ヨガ創始者の高津文美
子氏が、日本に一時帰国していた。

顔コミュ力upで次 と々仕事が
　表情筋トレーニングを受け、みるみる
自分の顔が小顔、若顔に変化。年齢は
関係なく、筋肉は何歳からでも鍛えるこ
とができると確信する。頬の位置が上
がった間々田氏の笑顔に、直後からチャ
ンスが到来。TVの人気番組からアンチ
エイジングコーナーへの出演依頼、同
時に「週刊文春」といった週刊誌から新
聞、女性向けファッション誌と次々と取
材が舞い込んだ。
　今では延べ2万人以上に顔ヨガを指
導し、著書13冊の発行累計は54万部に。

「お仕事をご一緒した方が次々とチャ
ンスをくださる」。
　魅力溢れる間々田氏に、ビジネスに
役立つ顔ヨガについて伺った。

中小企業経営者こそ、顔ヨガ！
　間々田氏曰く、「日本の男性は小さい
頃から泣いてはダメ、社会人になった

ら顔に出すなと、鉄仮面を被らなけれ
ばいけなかった」。硬いマスクが気持ち
まで抑圧し、悪循環を招く。しかし「表
情で届けることができる情報量は言葉
以上」で、話しかけやすい人にはビジネ
スチャンスが転がりこみ、従業員とのミ
ラー効果も期待できるという。
　たるみ顔、老け顔、コミュニケーショ
ン能力不足は顔の運動不足とした上
で、「顔を動かすだけで脳は活性化し、
唾液の分泌が促され免疫力が上がりま
す。嚥

えん

下
げ

（飲み下し）体操にもなり、眼精
疲労も解消」。約60から成る顔の筋肉
はそれぞれが小さいため、トレーニング
の効果が出やすいらしい！割れた腹筋
を目指すより、手っ取り早く若返りが、
しかも費用を掛けずに成功しそうだ。

間々田 佳子氏（46）

小顔・若顔、印象UPレッスン、ビジネスに役立つ表
情筋トレーニングなどの他、脳活顔ヨガ、顔のラジ
オ体操などユニークな講座を全国で展開。「ヒルナ
ンデス」「NHKニュース」などメディアでも活躍中。
顔ヨガ協会インターナショナル
http://kaoyoga.com/
(株)TMインタラクティブ
TEL 080(1151)1786

1日10秒、マイナス10歳顔 薄
幸
顔↑

38
歳
で
顔
ヨ
ガ
講
師
に
。

表
情
筋
を
鍛
え
、ビ
ジ
ネ
ス
拡
大

顔ヨガに出会う前の
間々田氏

顔ヨガ講師・顔アスリート
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「中小企業サポートかながわ」はK I Pのホー
ムページにも掲載しています。冊子をご
希望の方には、毎号お届けします（無料）。
郵便番号／所在地／企業名／担当者名（個
人も可）／部数を、右記にご連絡ください。
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公益財団法人 神奈川産業振興センター（KIP）

Kanagawa Industrial Promotion Center

横浜市中区尾上町5-80

神奈川中小企業センタービル

TEL 045（633）5201

FAX 045（633）5194

編集／発行

http://www.kipc.or.jp

KIPからのご案内

新たな取引先をご紹介します!
10月の巡回あっせん相談
　KIPでは、県内中小企業者等の皆さまの安定的な取引の確保・拡大を図るため、各地区
で受・発注取引のあっせん相談を行っています。あっせん相談は、県内7地区の商工会議
所等とKIPの川崎・相模原両駐在事務所でも実施しています。新たな販路開拓をお考えの
皆さま、お近くの会場をご利用ください。

開 催 場 所 日　時
藤沢商工会議所   2日（火） 13:00 ～ 16:00
小田原箱根商工会議所 10日（水） 13:30 ～ 16:00
横須賀三浦地域県政総合センター 11日（木）

13:00 ～ 16:00秦野商工会議所 12日（金）
茅ヶ崎商工会議所 15日（月）
大和商工会議所 16日（火）
平塚商工会議所 17日（水） 13:30 ～ 16:00
川崎駐在事務所 ※1 毎週木曜日

13:00 ～ 16:00相模原駐在事務所 ※2 10日（水）
24日（水）

※1 川崎市産業振興会館 6F
　　「（公財）川崎市産業振興財団」内
※2 相模原商工会議所商工会館 3F
　　「相模原商工会議所」内

●取引振興課 TEL 045（633）5067

取引相談会

KIP

マークのあるイベントの詳細・お申し込みは

※ 予定情報につき、詳細はこちらでご確認ください
http://www.kipc.or.jp

9月 10月

国際課：kokusai@kipc.or.jp

湘南産業振興財団：conso@cityfujisawa.ne.jp

▶開催日時：10月3日（水）14：00～16：30 
▶場　　所：神奈川中小企業センタービル
▶講　　師：BizWingsタイランド　代表　倉地 準之輔 氏
　　　　　　（株）南武　代表取締役　野村 伯英 氏

▶開催日時：10月19日（金）13：30～17：00 ※ 講演は15：00終了
▶場　　所：藤沢商工会館
▶講　　師：エッグスンシングス インターナショナル

ホールディングス
CEO　松田 公太 氏

（タリーズコーヒージャパン創業者）

タイビジネス勉強会［第２回］
タイの会計・税務・法務の相談事例からみる傾向と対策 他

第5回 創業・新事業進出フォーラム
ビジネスの高みを志す起業家・経営者へ

～Ｎｏ Ｆｕｎ，Ｎｏ Ｇａｉｎ～
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よろず支援拠点：yorozu@kipc.or.jp

  

よ
ろ
ず
の
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▶場所：神奈川中小企業センタービル
▶講師：神奈川県よろず支援拠点のコーディネーター等

ほぼ毎週開講！「よろずの経営塾」～行動あるのみ。

※ 内容が変更になる場合があります

▶開催日時：9月25日（火）15：30～16：30
▶講師：瀬戸 正人 コーディネーター　　　　　　

本当は怖い財産相続の話、
知らなきゃ損する財産相続

▶開催日時：10月10日（水）15：30～16：30
▶講師：高橋 玲子 コーディネーター

食品表示制度の新基準ポイントを学ぶ

▶開催日時：10月1日（月）15：30～16：30
▶講師：章　麗華 コーディネーター

中国進出：失敗しないためのポイント

▶開催日時：10月15日（月）15：30～16：30
▶講師：金﨑 努 コーディネーター

直感的に把握しよう！財務分析のいろは

▶開催日時：10月18日（木）15：30～16：30
▶講師：桐澤 寛興 コーディネーター

創業に関する税金の知識

1名でも開講します（先着10名）


