広 告 兵庫県中小企業団体中央会だより

兵庫県中小企業団体中央会

新商品開発︑消費者への
ＰＲ活動を後押し

兵庫県中央会

のは︑東日本大震災だっ
た︒三陸産の養殖わかめ
の漁場が打撃を受け︑わ
かめの流通量が激減︒困
り果てた流通業者から由
良の水産加工業者︑武田
食品冷凍の武田康平社長
のもとに﹁由良のワカメ
を回してほしい﹂と相談
が舞い込んだ︒それまで︑
アワビやウニ︑サザエな
どを獲る地元の素潜り漁

年度は6件の取り組みに対して助成を行った︒﹁由良の天然わ

兵庫県中小企業団体中央会は︑組合などの連携組織による新事業分野への進出を支援する﹁連携組織活路
開 拓 ・ 実 現 化 事 業 ﹂ を 実 施 し て い る ︒ 平成
かめ﹂と﹁兵庫県電機商業組合﹂の二つの取り組みを紹介する︒

連携組織活路開拓・実現化事業①

眠れる資源を新たな価値に
﹁天然由良ワカメ﹂を量産化

支持され︑地元の食品メ
ーカー︑漁師らがタッグ
を組んで量産化の体制を
整えた︒色ムラがあり市
場に出回りにくいわかめ
については︑兵庫県中小
企業団体中央会の支援を
受けて加工食品として商
品化︒今春から発売を本
格化する︒
﹁眠れる資源﹂に日が
当たるきっかけとなった

師のほとんどはわかめに
目もくれず︑少量の新芽
が出荷される程度だった︒
武田氏は試しに刈り取
ったわかめを業者に送っ
たところ料理店などに好
評だったという︒その後
出荷要請に応じてはいた
ものの武田氏の気持ちを
押しとどめていたのが︑
﹁三陸の養殖わかめ業者
の復興を妨げるのではな
いか﹂という後ろめたさ
だった︒だが業者から﹁天
然ものと養殖ものは商品
としては別物﹂と聞いて
気が楽になったという︒
紀淡海峡の激しい潮の
流れに鍛えられた天然わ
かめの厚みと歯ごたえの
ある食感は養殖わかめに
はない特徴だ︒昨年は収
穫量を増やして﹁湯通し

わかめ﹂﹁湯通し塩蔵わ
かめ﹂を商品化し名古屋
の量販店の店頭に並べて
好調な売れ行きを示した︒
だが︑天然ゆえ︑色ムラ
があり商品化できないと
いった課題も出てきた︒
そこで中央会の連携組織
活路開拓・実現化事業を
活用し︑加工商品にして
販売する方法を考えた︒
同社と漁師︑地元のホテ
ルが参加する﹁淡路島天
然わかめを普及する会﹂
を結成︒佃煮や煮物など
の試作を繰り返し︑会の
メンバーで試食をする一
方︑展示会にサンプルを
出店して反応を調べた︒
その結果︑歯ごたえ
のあるくきわかめを
炊き上げた﹁天然く
き わ か め 佃 煮 ﹂︑ 葉
が厚く︑加熱しても
煮崩れしない強みを
生かした﹁わかめの
煮物﹂などの商品化
が決まった︒今春か
らネット上で販売を
していく︒
﹁天然由良わか
め﹂は引く手あまた
で︑3月 日から始
まったばかりの刈り
取り作業では昨年の

1・5倍の収獲量を予定︒
生わかめは傷みが速いた
め︑島内の加工業者に委
託して大量のわかめを迅
速に加工する体制も整え
た ︒﹁ つ い こ の 間 ま で ︑
ほとんど見向きもされな
かったわかめにこんなに
需要があるとは思わなか
った︒由良の新たな名産
としてアピールしていき
たい﹂と武田氏︒今後は
﹁由良の天然わかめ﹂の
ブランド化にも取り組ん
でいくことにしている︒
武田食品冷凍㈱
洲本市由良4丁目
︱８

http://tsrk1131.ocnk.net/

※保険制度の内容については、別途ご案内する募集パンフレットをご覧ください。ご不明な点は引受保険会社の三井住友海上火災保険㈱にお問い合わせください。

三井-企-24-40

由良の天然わかめ
物が加わった︒これまで
ごく限られた出荷量だっ
たが︑天然ならではの厚
みと歯ごたえが消費者に

神戸支社/TEL.078-393-3191

天然高級魚が豊富に水
揚げされることで知られ
る洲本市の由良港に︑天
然わかめという新たな名

西宮支社/TEL.0798-23-1456

姫路支社/TEL.079-224-7812

【相 談 窓 口】兵庫県中小企業団体中央会 支援部 TEL 078-331-2045
【お問い合わせ窓口】三井住友海上火災保険株式会社 神戸支店 神戸法人営業課 TEL 078-331-8502

（特定退職金共済制度実施団体）兵庫県中小企業団体中央会
【お問い合わせ】三井生命保険株式会社（引受生命保険会社）

お気軽にご相談
ください！

全額損金
処理可能

保険料
約59％割引

災害補償プラン
2つのメリット!

※ご加入の際には兵庫県中央会退職金共済規程および特定退職金共済制度パンフレットにて詳細を必ずご確認ください。
※平成24年4月現在の税制に基づいた記載です。今後税制改正が行われた場合には記載の内容と相違する場合があります。

メール hyogo@chuokai.com
ホームページ www.chuokai.com

消費者向けに作成した
パンフレット

但馬國出石観光協会 〒668-0214 兵庫県豊岡市出石内町104-7
TEL 0796-52-4806 FAX 0796-52-4815
URL http://www.izushi.co.jp/

連携組織活路開拓・実現化事業②

問い合わせ先

中央会は︑商工組合中央金庫神戸支店よ
り助成を受け︑児童養護施設に入所する中
高生を対象に社会貢献事業・就職支援セミ
ナーを開催した︒実習先の県立ものづくり
大学校︵姫路市︶県立神戸高等技術専門学
院︵神戸市西区︶で塗装技術・介護サービ
ス・機械加工技術などを体験し︑将来の就
職に備えて懸命に技術や業界特性を学ん
だ︒
その締めくくりとして1月6日に宝塚市
議会議員山本敬子先生︵元タカラジェン
ヌ︶より﹁宝塚にかけた青春〜仕事として
のタカラジェンヌ〜﹂をテーマに講演して
いただき︑山本先生より自身の経験を基に
﹁社会に出る際︑給料など待遇面も大事で
すが︑ぜひ皆さんがやりたい事・やりがい
のある事にチャレンジしてください﹂と若
者に熱いメッセージを伝えていただいた︒
講演終了後には︑大劇場に移動し︻ベルサ
イユのばら︱オスカルとアンドレ編︱︼を
観劇しました︒後日︑多くの参加者より
﹁ 初 め て 観 て 感 動 し た﹂﹁ 次 は 自 分 の お 給
料で絶対観に行きます﹂など温かい内容の
お礼状が届きました︒

出石桜まつり実施期間:平成25年3月23日（土）
〜4月30日（火）

開催日 平成25年4月21日
（日）11：00〜

※団体割引30％、過去の損害率による割引35％、大口契約割引10％を適用した割引率です。団体割引はご加入いただいた被保険者の人
数に従って決定されるため、募集の結果上記と異なる割引率に変更される場合があります。

※他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

❷ 掛金は１人月額3万円まで非課税
❹ 中小企業退職金共済制度との重複加入が可能

❶ 大企業並みの退職金制度を計画的に確立
❸ 従業員の給与の上積みにならない
❺ 年金または一時金を退職者が選択できる

児童養護施設の高校生等に
就職支援セミナーを開催
制限時間内に出石皿そばを食べた枚数で競います。
参加賞、また入賞者には豪華賞品もご用意しています。
あなたも挑戦してみませんか?ご参加お待ちしています。

この保険は全国中小企業団体中央会が契約者となる団体傷害保険です。貴組合の従業員の方々を補償する傷害保険を採用い
たしました。個別で加入されるより約59％割引（※）が適用される制度ですので是非ご検討ください。

特定退職金共済制度5つのメリット！

中央会社会貢献事業

出石桜まつりと出石そば喰い大会
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が一丸となって活動した︒
﹁組合員店が消費者へ
アドバイスをし︑失敗し
ない商品選びの一助とな
ることで地域の顧客と密
接な関係づくりのきっか
けとしたい﹂と俣野事務
局長は話している︒

中央会より皆さまへ耳より情報！

〜従業員災害補償プラン新制度 Ｊプラン のご案内〜

普通傷害保険《準記名式契約特約（全員付保）
・就業中のみの危険補償（事業主・役員・従業員）特約セット》

特定退職金共済制度

人材の確保と
定着のために

った︒
一連の取り組みは︑高
畑理事長の﹁地域電気店
は︑高齢者のお家に出向
いてお困り事の解決を行
い︑その安心安全な生活
を守る使命がある﹂との
強い信念のもと組合員店

お問い合わせ／兵庫県中小企業団体中央会内 兵庫県地域事務局
TEL 078-331-2045
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公 募 期 間／【第1回】平成25年3月15日（金）〜平成25年3月25日（月）
【第2回】平成25年3月26日（火）〜平成25年4月15日（月）
※どちらも当日消印有効
補 助 金 額／補助上限額：1,000万円（補助下限額100万円）
補 助 率：補助対象経費の3分の2
補助対象者／兵庫県内のものづくり中小企業・小規模事業者であり、以下
の要件を満たす者
⑴ 「中小ものづくり高度化法」22分野技術を活用した事業
であること
⑵ 顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化の形態とし
て、①小口化・短納期型、②ワンストップ化型、③サービ
ス化型、④ニッチ分野特化型、⑤生産プロセス強化型の類
型のいづれかに概ね合致する事業であること
⑶ 認定経営革新等支援機関による確認及び事業計画の実効
性が確認されていること
説 明 会／【第1回】平成25年3月21日（木）午前10時〜
【第2回】平成25年3月21日（木）午後2時〜
場所：兵庫県民会館11階 パルテホール
（神戸市中央区下山手通4丁目16番3号）

正しい情報伝え︑LED購入の助けに
製品比較実証もとにパンフレットを作成

てLED製品の比較実証
を行うことにした︒検証
した製品はLED電球と
ＬＥＤシーリングライト
合わせて サンプル︒兵
庫県立工業技術センター
などに依頼し︑明るさの
度合いを示す全光束や配
光特性︑発光効率︑消費
電力などを測定した︒得
られたデータをもとに消
費者にLEDの正しい選
び方の参考にしてもらう
ハンドブック﹁ともみお
ねえさんのよくわかる
LED講座﹂を作成︒
LEDのメリットととも
に選び方をわかりやすく
解説している︒
月にはひょうごエコ
フェスティバルに出展し︑
消費者にアンケートを実
施︒
また︑消費者の代表を
集めて懇談会を開き︑
LED製品に関してどの
ような疑問を抱いている
かを含め︑意見交換を行

ものづくり中小企業・小規模事業者として試作開発
（テスト販売を含む）や設備投資等を補助します

Vol.18
販売する 社に対し﹁規
定以下の明るさしか得ら
れない﹂として不当表示
の措置命令を出しており︑
LED商品への信頼が揺
らいだことも記憶に新し
い︒
そこで﹁LED製品の
専門知識を持った上で地
域の方から購入してもら
えるプロセスを構築する
こ と が 必 要 ﹂︵ 俣 野 静 男
事務局長︶との認識から︑
中央会の連携組織活路開
拓・実現化事業を利用し

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金のお知らせ

兵庫県電機商業組合
も大阪︑東京に次ぐ規模
を誇る︒だが︑近年は大
型量販店の出店やインタ
ーネット通販業者の台頭
により会員数は年々減少
傾向にある︒また︑一昨
年の地上デジタル波移行
に伴うテレビ〝特需〟の
反動で売り上げも苦戦を
強いられている︒
その中で今後の最重点
商品として期待されてい
るのがLED製品だ︒だ
が︑電気店が国内メーカ
ー製品を扱う中で多くの
輸入製品が流入し︑電気
店以外の業種が販売に乗
り出しているケースも多
い︒また︑昨年6月には
消費者庁がLED電球を

61

□お問い合わせ／
兵庫県中小企業団体中央会
神戸市中央区下山手通 4-16-3
兵庫県民会館 3 階
TEL.078-331-2045
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用し︑LED製品の明る
さについて比較測定を行
った結果をもとに消費者
向けの小冊子をまとめた︒
多くのメーカーから出さ
れているLED製品に
ついて正しい情報を持
って購入してもらうの
が狙い︒今後さらに普
及が予想されるLED
製品購入時のアドバイ
スを通じて消費者との
接点を増やし︑頼りが
いのある〝まちの電気
屋さん〟を目指してい
る︒
同組合は県内100
0店を超える地域電気
店で構成された組合で︑
全国の同業組合の中で

出石総合支所前広場（雨天決行）

所

場

兵庫県電機商業組合
︵本部／神戸市灘区・高
畑俊一理事長︶はこのほ
ど︑中央会の連携組織活
路開拓・実現化事業を活

消費者代表との懇談会で
LED製品の説明をする
高畑俊一理事長
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