
第第第第1111回回回回三木市三木市三木市三木市中小企業振興審議会中小企業振興審議会中小企業振興審議会中小企業振興審議会議事録議事録議事録議事録    
    

    

１１１１    日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所            平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日((((金金金金))))    午午午午後後後後６６６６時時時時からからからから午後午後午後午後８８８８時時時時    

                                        市市市市庁舎庁舎庁舎庁舎４４４４階階階階    特別会議室特別会議室特別会議室特別会議室    

    

２２２２    出出出出    席席席席    者者者者        〈〈〈〈委員委員委員委員６６６６名名名名〉〉〉〉    

                                        佐竹佐竹佐竹佐竹委員委員委員委員((((会長会長会長会長))))、、、、鈴木委員鈴木委員鈴木委員鈴木委員（（（（副会長副会長副会長副会長）、）、）、）、鶴目鶴目鶴目鶴目委員委員委員委員、、、、井澤井澤井澤井澤委員委員委員委員、、、、    

牧牧牧牧委員委員委員委員、、、、吉見吉見吉見吉見委員委員委員委員    

                                    〈〈〈〈市側市側市側市側〉〉〉〉    

                                        藪本藪本藪本藪本市長市長市長市長    

                                    〈〈〈〈事務局事務局事務局事務局７７７７名名名名〉〉〉〉    

                                        北井副市長北井副市長北井副市長北井副市長、、、、永尾産業環境永尾産業環境永尾産業環境永尾産業環境部長部長部長部長、、、、藤原商工藤原商工藤原商工藤原商工課長課長課長課長、、、、住野観光振興課長住野観光振興課長住野観光振興課長住野観光振興課長    

                                        清水農業振興課長清水農業振興課長清水農業振興課長清水農業振興課長、、、、成瀬商工課成瀬商工課成瀬商工課成瀬商工課主主主主査査査査、、、、小山商工課小山商工課小山商工課小山商工課主査主査主査主査    

    

３３３３    欠欠欠欠    席席席席    者者者者            浅野委員浅野委員浅野委員浅野委員    

    

４４４４    会議会議会議会議のののの公開公開公開公開、、、、        公開公開公開公開    

非公開非公開非公開非公開のののの別別別別                

    

５５５５    傍聴人傍聴人傍聴人傍聴人のののの数数数数            ２２２２人人人人    

    

６６６６    開開開開            会会会会    

    

７７７７    委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付            市長市長市長市長よりよりよりより各委員各委員各委員各委員にににに委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状をををを交付交付交付交付    

    

８８８８    市長挨拶市長挨拶市長挨拶市長挨拶                藪本市長藪本市長藪本市長藪本市長    挨拶挨拶挨拶挨拶    

    

９９９９    委員紹介委員紹介委員紹介委員紹介                各委員各委員各委員各委員がががが自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    

    

10101010    正正正正・・・・副会長選出副会長選出副会長選出副会長選出    佐竹委員佐竹委員佐竹委員佐竹委員をををを会長会長会長会長にににに、、、、鈴木委員鈴木委員鈴木委員鈴木委員をををを副会長副会長副会長副会長にににに選出選出選出選出したいしたいしたいしたい旨旨旨旨、、、、事務局案事務局案事務局案事務局案をををを示示示示    

                                        しししし、、、、全員賛同全員賛同全員賛同全員賛同をををを得得得得たたたた。。。。    

    

11111111    諮諮諮諮        問問問問                藪本市長藪本市長藪本市長藪本市長がががが、、、、佐竹会長佐竹会長佐竹会長佐竹会長にににに「「「「三木市中小企業三木市中小企業三木市中小企業三木市中小企業のののの振興策振興策振興策振興策についてについてについてについて」」」」のののの諮問諮問諮問諮問    

                                        書書書書をををを手渡手渡手渡手渡したしたしたした。。。。    

    

12121212    議議議議        事事事事    

    

会長会長会長会長    

    

    

藪本市長藪本市長藪本市長藪本市長よりよりよりより、「、「、「、「三木市中小企業三木市中小企業三木市中小企業三木市中小企業のののの振興策振興策振興策振興策」」」」についてについてについてについて諮問諮問諮問諮問をををを受受受受けまけまけまけま

したしたしたした。。。。    

振興条例振興条例振興条例振興条例にににに基基基基づいてづいてづいてづいて三木市三木市三木市三木市のののの中小企業中小企業中小企業中小企業をををを中心中心中心中心にににに地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化にににに繋繋繋繋がるがるがるがる



    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

会長会長会長会長    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

    

    

ようなようなようなような振興策振興策振興策振興策をををを議論議論議論議論してしてしてして政策政策政策政策にににに反映反映反映反映させようというさせようというさせようというさせようという趣旨趣旨趣旨趣旨でこのでこのでこのでこの審議会審議会審議会審議会

ををををスタートスタートスタートスタートささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。    

７７７７名名名名のののの委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、当審議会当審議会当審議会当審議会をををを進進進進めるめるめるめる中中中中でででで、、、、政策提言政策提言政策提言政策提言をしていをしていをしていをしてい

ただくことになりますただくことになりますただくことになりますただくことになります。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、次第次第次第次第にににに従従従従いましていましていましていまして進進進進めますめますめますめます。。。。    

事務局事務局事務局事務局よりよりよりより、、、、三木市産業三木市産業三木市産業三木市産業のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて説明説明説明説明してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

配布資料配布資料配布資料配布資料１１１１、、、、２２２２、、、、３３３３にににに基基基基づきづきづきづき説明説明説明説明    

    

それではそれではそれではそれでは、、、、少人数少人数少人数少人数ということもありましてすべてのということもありましてすべてのということもありましてすべてのということもありましてすべての委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からからからから

ごごごご意見意見意見意見をををを頂戴頂戴頂戴頂戴したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

卸売業卸売業卸売業卸売業・・・・小売業小売業小売業小売業ののののグラフグラフグラフグラフについてについてについてについて平成平成平成平成１９１９１９１９年度以降年度以降年度以降年度以降のののの状況状況状況状況はどうなはどうなはどうなはどうな

っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

    

基本的基本的基本的基本的にはにはにはには変変変変わっていませんわっていませんわっていませんわっていませんがががが、、、、事業所事業所事業所事業所はははは減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向ですですですです。。。。    

    

失失失失われたわれたわれたわれた２０２０２０２０年年年年、、、、デフレデフレデフレデフレでででで悪悪悪悪かったかったかったかった。。。。バブルバブルバブルバブル崩壊崩壊崩壊崩壊後後後後、、、、１９９８１９９８１９９８１９９８年年年年のののの

不況不況不況不況をををを底打底打底打底打ちにちにちにちに２０００２０００２０００２０００年代年代年代年代にににに盛盛盛盛りりりり返返返返ししししましましましましたがたがたがたが、、、、リーマンショックリーマンショックリーマンショックリーマンショック、、、、

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災でででで落落落落ちちちち込込込込みましたみましたみましたみました。。。。２０００２０００２０００２０００年代年代年代年代のいざなみのいざなみのいざなみのいざなみ景気景気景気景気はははは、、、、大大大大

企業型企業型企業型企業型・・・・都市型都市型都市型都市型なのでなのでなのでなので、、、、三木三木三木三木市市市市ははははあまりあまりあまりあまり関係関係関係関係がなかったがなかったがなかったがなかったようですようですようですようです。。。。    

    

三木市三木市三木市三木市のののの人口人口人口人口はははは約約約約８８８８万人万人万人万人でででで、、、、年間年間年間年間５００５００５００５００人減少人減少人減少人減少していますしていますしていますしています。。。。出生率出生率出生率出生率

はははは１１１１．．．．１２１２１２１２とととと低低低低くくくく、、、、結婚率結婚率結婚率結婚率もももも低低低低いいいい状況状況状況状況がががが続続続続いているためいているためいているためいているため、、、、子子子子どもどもどもども達達達達がががが

少少少少ないないないない、、、、労働人口労働人口労働人口労働人口がががが増増増増えていませんえていませんえていませんえていません。。。。またまたまたまた、、、、高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率はははは、、、、現在現在現在現在のののの２７２７２７２７％％％％

からからからから１０１０１０１０年後年後年後年後にはにはにはには３７３７３７３７％％％％にににに上昇上昇上昇上昇するするするするとととと予想予想予想予想されますされますされますされます。。。。これらこれらこれらこれら人口的人口的人口的人口的なななな

要素要素要素要素はははは負負負負のののの要因要因要因要因しかありませんしかありませんしかありませんしかありません。。。。    

特特特特にににに問題問題問題問題なのはなのはなのはなのは、、、、後継者後継者後継者後継者がいがいがいがいないないないないことですことですことですことです。。。。産業形態産業形態産業形態産業形態がががが似似似似ているがているがているがているが

新潟県三条市新潟県三条市新潟県三条市新潟県三条市はははは、、、、小規模企業小規模企業小規模企業小規模企業がががが淘汰淘汰淘汰淘汰されされされされ、、、、大大大大きなきなきなきな企業企業企業企業になってになってになってになって競争力競争力競争力競争力

ががががアップアップアップアップしていますしていますしていますしています。。。。三木市三木市三木市三木市のののの場合場合場合場合はははは、、、、あまりあまりあまりあまり淘汰淘汰淘汰淘汰されるこされるこされるこされることがなかとがなかとがなかとがなか

ったったったった半面半面半面半面、、、、後継者難後継者難後継者難後継者難にににに陥陥陥陥っていますっていますっていますっています。。。。特特特特にににに卸売業卸売業卸売業卸売業ではではではでは顕著顕著顕著顕著ですですですです。。。。    

そのそのそのその中中中中でででで、、、、地場産業地場産業地場産業地場産業をををを守守守守りりりり中小企業中小企業中小企業中小企業をををを活性化活性化活性化活性化していけるのかがしていけるのかがしていけるのかがしていけるのかが、、、、三三三三

木市木市木市木市のののの大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ですですですです。。。。おおおお互互互互いのいのいのいの技術技術技術技術をををを守守守守るるるる思思思思いがいがいがいが強強強強いあまりいあまりいあまりいあまり企業間企業間企業間企業間

同士同士同士同士のののの協力体制協力体制協力体制協力体制ががががとれないとれないとれないとれない。。。。そのようなそのようなそのようなそのような中中中中でででで、、、、何何何何かかかか思思思思いいいい切切切切ったったったった手手手手をををを打打打打

つつつつことがことがことがことが必要必要必要必要であるであるであるであるとととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

地場産業地場産業地場産業地場産業でででで横並横並横並横並びになってしまうとびになってしまうとびになってしまうとびになってしまうと、、、、企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての競争競争競争競争力力力力がなくながなくながなくながなくな

るというるというるというるという発想発想発想発想はもちろんそのはもちろんそのはもちろんそのはもちろんその通通通通りですりですりですりですがががが、、、、産地産地産地産地そのものがなくなってそのものがなくなってそのものがなくなってそのものがなくなって

しまうとどうにもしまうとどうにもしまうとどうにもしまうとどうにもなりませんなりませんなりませんなりません。。。。近隣市町近隣市町近隣市町近隣市町ではではではでは、、、、加東市加東市加東市加東市のののの釣針釣針釣針釣針のののの技術技術技術技術はははは

完全完全完全完全にににに秘密秘密秘密秘密となっているとなっているとなっているとなっているのでのでのでので、、、、技術技術技術技術のののの継承継承継承継承ができていませんができていませんができていませんができていません。。。。まだまだまだまだ三三三三

木市木市木市木市のののの場合場合場合場合ははははそこまでいっていないそこまでいっていないそこまでいっていないそこまでいっていないようだがようだがようだがようだが近近近近いようですいようですいようですいようです。。。。    

総論的総論的総論的総論的なななな話話話話ですがですがですがですが、、、、人口減少局面人口減少局面人口減少局面人口減少局面でででで、、、、経済成長経済成長経済成長経済成長をををを果果果果たしたたしたたしたたした国国国国やややや地域地域地域地域



    

    

    

    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

副会長副会長副会長副会長    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

会長会長会長会長    

はははは基本的基本的基本的基本的にありませんにありませんにありませんにありません。。。。生産労働人口生産労働人口生産労働人口生産労働人口がががが高付加価値製品高付加価値製品高付加価値製品高付加価値製品をををを作作作作ってってってって高高高高くくくく

売売売売りりりり消費者消費者消費者消費者がががが購入購入購入購入することですることですることですることで経済経済経済経済がががが成長成長成長成長するわけですがするわけですがするわけですがするわけですが、、、、買買買買いいいい手手手手がいがいがいがい

なければなければなければなければ経済経済経済経済はははは成長成長成長成長しないわけですからしないわけですからしないわけですからしないわけですから、、、、人口減少局面並人口減少局面並人口減少局面並人口減少局面並びにびにびにびに少子高少子高少子高少子高

齢化齢化齢化齢化ではではではでは成長成長成長成長しませんしませんしませんしません。。。。三木市三木市三木市三木市のみならのみならのみならのみならずずずず日本全体日本全体日本全体日本全体ががががそういうそういうそういうそういう局面局面局面局面のののの

中中中中でででで、、、、どんなことをやっていけばいいのかどんなことをやっていけばいいのかどんなことをやっていけばいいのかどんなことをやっていけばいいのか。。。。何何何何かごかごかごかご意見等意見等意見等意見等がございまがございまがございまがございま

したらよろしくおしたらよろしくおしたらよろしくおしたらよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

卸売業卸売業卸売業卸売業、、、、小売業小売業小売業小売業ののののデータデータデータデータがががが平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年までとなっていますまでとなっていますまでとなっていますまでとなっていますがががが、、、、最近最近最近最近

のののの傾向傾向傾向傾向はいかがですかはいかがですかはいかがですかはいかがですか。。。。    

    

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年ということはということはということはということは、、、、リーマンショックリーマンショックリーマンショックリーマンショック前前前前なのでなのでなのでなので、、、、現在現在現在現在ははははもうもうもうもう

少少少少しししし悪悪悪悪くなっているかもしれませんくなっているかもしれませんくなっているかもしれませんくなっているかもしれません。。。。    

    

人口人口人口人口はははは全国的全国的全国的全国的なものなものなものなものですがですがですがですが、、、、特特特特にににに三木三木三木三木市市市市はははは減減減減っているっているっているっているようにようにようにように思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。そのひとつのそのひとつのそのひとつのそのひとつの要因要因要因要因としてとしてとしてとして、、、、医療費医療費医療費医療費があるのでがあるのでがあるのでがあるのではははは。。。。このこのこのこの近隣近隣近隣近隣ではではではでは加加加加

西市西市西市西市、、、、小野市小野市小野市小野市がががが中学生中学生中学生中学生までまでまでまで医療費無料医療費無料医療費無料医療費無料となっていますとなっていますとなっていますとなっていますがががが、、、、三木市三木市三木市三木市はどはどはどはど

うですかうですかうですかうですか。。。。    

    

人口人口人口人口はははは、、、、小小小小野市野市野市野市はははは横横横横ばいばいばいばいかかかか若干増若干増若干増若干増でででで、、、、加東加東加東加東市市市市以外以外以外以外はははは、、、、減少減少減少減少していましていましていましていま

すすすす。。。。そのそのそのその中中中中でもでもでもでも西脇西脇西脇西脇市市市市、、、、加西加西加西加西市市市市はははは減少減少減少減少幅幅幅幅がががが大大大大きいきいきいきいですですですです。。。。    

医療費医療費医療費医療費のののの補助補助補助補助についてはについてはについてはについては、、、、県内県内県内県内でででで上位上位上位上位はははは、、、、西宮西宮西宮西宮市市市市、、、、小野小野小野小野市市市市、、、、三木三木三木三木市市市市

のののの順順順順となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    

三木市三木市三木市三木市がががが神戸神戸神戸神戸ののののベッドタウンベッドタウンベッドタウンベッドタウンとしてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割があるのにがあるのにがあるのにがあるのに人口人口人口人口がががが減減減減ってってってって

いるのはいるのはいるのはいるのはイメージイメージイメージイメージにににに合合合合わないところがありますねわないところがありますねわないところがありますねわないところがありますね。。。。    

    

三木市三木市三木市三木市のののの人口人口人口人口がががが急増急増急増急増したのはしたのはしたのはしたのは、、、、昭和昭和昭和昭和５０５０５０５０年前後年前後年前後年前後からからからからでででで、、、、神戸電鉄沿神戸電鉄沿神戸電鉄沿神戸電鉄沿

線線線線のののの緑緑緑緑がががが丘丘丘丘、、、、自由自由自由自由がががが丘丘丘丘がががが造成造成造成造成されされされされ、、、、特特特特にににに緑緑緑緑がががが丘丘丘丘はははは三田市同様全国的三田市同様全国的三田市同様全国的三田市同様全国的にににに

もももも１１１１位位位位をををを争争争争うくらいうくらいうくらいうくらい急増急増急増急増してしてしてして人口人口人口人口がががが４４４４万人万人万人万人からからからから８８８８万人万人万人万人にににになりましたなりましたなりましたなりました。。。。

そのほとんどがそのほとんどがそのほとんどがそのほとんどが団塊団塊団塊団塊世代世代世代世代のののの方方方方々々々々でででで、、、、現在現在現在現在、、、、退職退職退職退職されているのでされているのでされているのでされているので労働者労働者労働者労働者

人口人口人口人口がががが急激急激急激急激にににに減少減少減少減少しししし、、、、若若若若いいいい方方方方はははは都市部都市部都市部都市部へへへへ流出流出流出流出するのでするのでするのでするので高齢者高齢者高齢者高齢者だけがだけがだけがだけが取取取取

りりりり残残残残されたされたされたされた状態状態状態状態になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

    

多摩多摩多摩多摩ニュータウンニュータウンニュータウンニュータウンとととと同同同同じじじじ現象現象現象現象ですねですねですねですね。。。。    

    

加東市加東市加東市加東市がががが増増増増えているえているえているえている理由理由理由理由ははははなんですかなんですかなんですかなんですか。。。。    

    

加東市加東市加東市加東市はははは、、、、北播磨北播磨北播磨北播磨のののの中心中心中心中心でででで、、、、パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック、、、、富士通富士通富士通富士通等等等等がががが工業団地工業団地工業団地工業団地にににに

立地立地立地立地していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、地理的地理的地理的地理的にもにもにもにも神戸神戸神戸神戸やややや姫路方面姫路方面姫路方面姫路方面にににに行行行行くことができくことができくことができくことができ、、、、

行政機能行政機能行政機能行政機能がががが集中集中集中集中しているしているしているしている利点利点利点利点がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

北播磨県民局北播磨県民局北播磨県民局北播磨県民局などなどなどなど行政機能行政機能行政機能行政機能がががが集中集中集中集中しておりしておりしておりしており、、、、高速道路高速道路高速道路高速道路もももも市市市市のののの中心中心中心中心にににに
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会長会長会長会長    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

委員委員委員委員    

    

    

通通通通っているのでっているのでっているのでっているので大企業大企業大企業大企業をををを誘致誘致誘致誘致しやすくしやすくしやすくしやすく現在現在現在現在もももも残残残残っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、人人人人

口口口口だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく出荷額出荷額出荷額出荷額がががが安定安定安定安定していますしていますしていますしています。。。。    

    

資料資料資料資料をををを見見見見るとるとるとると、、、、三木金物三木金物三木金物三木金物はははは円高円高円高円高のののの影響影響影響影響をををを受受受受けているというけているというけているというけているという話話話話でででですすすすがががが、、、、

輸出輸出輸出輸出割合割合割合割合がががが全体全体全体全体のののの約約約約８８８８％％％％なのでなのでなのでなので関係関係関係関係ないのではないのではないのではないのではありませんかありませんかありませんかありませんか。。。。    

    

輸出先輸出先輸出先輸出先がががが欧州欧州欧州欧州、、、、米国米国米国米国などになどになどになどに集中集中集中集中しているのでしているのでしているのでしているので影響影響影響影響ががががあるのではないあるのではないあるのではないあるのではない

かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

欧州欧州欧州欧州などになどになどになどに集中集中集中集中しているしているしているしている理由理由理由理由はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか。。。。    

    

いまいまいまいま三木金物三木金物三木金物三木金物ももももブランドブランドブランドブランド化化化化しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、単単単単なるなるなるなる量産品量産品量産品量産品はははは中国中国中国中国にににに

負負負負けますがけますがけますがけますが、、、、高級金物高級金物高級金物高級金物をををを欧州欧州欧州欧州などのなどのなどのなどの見本市見本市見本市見本市にににに出展出展出展出展してしてしてして市場市場市場市場をををを広広広広げようげようげようげよう

としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

    

鍛造技術鍛造技術鍛造技術鍛造技術はははは、、、、三木三木三木三木のののの金物金物金物金物のののの生命線生命線生命線生命線ですですですです。。。。輸出後輸出後輸出後輸出後１１１１ヶヶヶヶ月月月月ででででコピーコピーコピーコピー商品商品商品商品

がががが出回出回出回出回るようなるようなるようなるような中国中国中国中国ではではではでは製造製造製造製造もももも出来出来出来出来ないしないしないしないし輸出輸出輸出輸出もももも出来出来出来出来ないないないない。。。。やはりやはりやはりやはり何何何何

かにかにかにかに特化特化特化特化したしたしたした商品商品商品商品をををを売売売売っていくということでっていくということでっていくということでっていくということで、、、、欧州欧州欧州欧州、、、、米国米国米国米国などへなどへなどへなどへ輸出輸出輸出輸出

していますしていますしていますしています。。。。    

    

鍛造技術鍛造技術鍛造技術鍛造技術はははは盗盗盗盗まれるのですかまれるのですかまれるのですかまれるのですか。。。。    

    

中国中国中国中国でででで製造製造製造製造すればすればすればすれば盗盗盗盗まれますまれますまれますまれます。。。。    

    

鍛造技術鍛造技術鍛造技術鍛造技術でもでもでもでも単純単純単純単純にににに真似真似真似真似できるものはできるものはできるものはできるものは低価格品低価格品低価格品低価格品ですですですです。。。。高級品高級品高級品高級品はははは基本基本基本基本

的的的的にはにはにはには技術技術技術技術はははは盗盗盗盗まれませんまれませんまれませんまれません。。。。そのそのそのその限限限限られたられたられたられた技術技術技術技術をををを工業組合工業組合工業組合工業組合のののの中中中中でででで勉強勉強勉強勉強

しながらしながらしながらしながら増増増増やしやしやしやし、、、、市場開拓市場開拓市場開拓市場開拓しようとしていますしようとしていますしようとしていますしようとしています。。。。    

    

昔昔昔昔はははは、、、、販売面販売面販売面販売面ででででメーカーメーカーメーカーメーカーがががが卸業者卸業者卸業者卸業者におにおにおにお世話世話世話世話になになになになるしかなかったるしかなかったるしかなかったるしかなかったのでのでのでので

すすすすがががが、、、、市場市場市場市場のののの変化変化変化変化でででで、、、、メーカーメーカーメーカーメーカー直販直販直販直販できるようなできるようなできるようなできるような時代時代時代時代になりましたになりましたになりましたになりました。。。。

またまたまたまた、、、、若手経営者若手経営者若手経営者若手経営者のののの意識意識意識意識もももも変変変変わってきわってきわってきわってきていますていますていますています。。。。    

    

海外海外海外海外にににに売売売売りこもうとしているのはりこもうとしているのはりこもうとしているのはりこもうとしているのは、、、、３０３０３０３０～～～～４０４０４０４０代代代代のののの経営者経営者経営者経営者がががが非常非常非常非常にににに

多多多多くくくく、、、、従業者規模従業者規模従業者規模従業者規模３３３３人人人人ぐらいのところもありますぐらいのところもありますぐらいのところもありますぐらいのところもありますがががが、、、、今後今後今後今後、、、、期待期待期待期待できできできでき

ることだとることだとることだとることだと思思思思いますいますいますいます。。。。西脇西脇西脇西脇市市市市はははは典型的典型的典型的典型的ですがですがですがですが、、、、問屋問屋問屋問屋をををを通通通通さないとさないとさないとさないと播州播州播州播州

織織織織ははははいっさいいっさいいっさいいっさい販売販売販売販売できなかったができなかったができなかったができなかったが、、、、現在現在現在現在それもそれもそれもそれも変変変変わりつつありますわりつつありますわりつつありますわりつつあります。。。。    

    

時代時代時代時代のののの流流流流れにれにれにれに応応応応じたじたじたじた対応対応対応対応をををを図図図図っていかなければなりませんっていかなければなりませんっていかなければなりませんっていかなければなりません。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局でででで提示提示提示提示されているされているされているされているＳＷＯＴＳＷＯＴＳＷＯＴＳＷＯＴ分析分析分析分析をもっとをもっとをもっとをもっと掘掘掘掘りりりり下下下下げてみればいげてみればいげてみればいげてみればい

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

    

    

    

副会長副会長副会長副会長    

    

基本的基本的基本的基本的にはにはにはには皆様方皆様方皆様方皆様方からごからごからごからご提言提言提言提言いただいたごいただいたごいただいたごいただいたご意見等意見等意見等意見等でででで、ＳＷＯＴ、ＳＷＯＴ、ＳＷＯＴ、ＳＷＯＴ分析分析分析分析

をををを加筆加筆加筆加筆・・・・修正修正修正修正すればいいとすればいいとすればいいとすればいいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰはははは脅威脅威脅威脅威といといといとい

うこともあるがうこともあるがうこともあるがうこともあるが、、、、機会機会機会機会にもにもにもにも入入入入るるるるというようなというようなというようなというような加筆加筆加筆加筆・・・・修正修正修正修正ををををしながらしながらしながらしながら政政政政

策提言策提言策提言策提言にににに結結結結びびびび付付付付けていければとけていければとけていければとけていければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

このこのこのこの提示提示提示提示されているされているされているされているＳＷＯＴＳＷＯＴＳＷＯＴＳＷＯＴ分析分析分析分析以外以外以外以外にもにもにもにも、、、、もっとあるのではないもっとあるのではないもっとあるのではないもっとあるのではない

かかかかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、戦略戦略戦略戦略がががが見見見見えてくるのではないかえてくるのではないかえてくるのではないかえてくるのではないかとととと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

    

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年のののの経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率４４４４．．．．９９９９％％％％のののの原因原因原因原因はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。    

    

これはこれはこれはこれはリーマンショックリーマンショックリーマンショックリーマンショック後後後後のののの回復期回復期回復期回復期としてとしてとしてとして、、、、輸出輸出輸出輸出とととと内需回復内需回復内需回復内需回復によるによるによるによる

生産活動生産活動生産活動生産活動のののの下支下支下支下支えがあったことがえがあったことがえがあったことがえがあったことが原因原因原因原因であるとであるとであるとであると考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

ＳＷＯＴＳＷＯＴＳＷＯＴＳＷＯＴ分析分析分析分析のののの伝統伝統伝統伝統技術技術技術技術のののの継承継承継承継承についてについてについてについて、、、、人人人人はははは減減減減りりりり後継者後継者後継者後継者がいないがいないがいないがいない、、、、

技術技術技術技術のののの囲囲囲囲いいいい込込込込みがありますみがありますみがありますみがあります。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取組組組組はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。    

    

三木三木三木三木のののの金物金物金物金物はははは国国国国のののの伝統的工芸品伝統的工芸品伝統的工芸品伝統的工芸品にににに指定指定指定指定されていますされていますされていますされていますがががが、、、、伝統工芸士伝統工芸士伝統工芸士伝統工芸士

はははは高齢化高齢化高齢化高齢化しておりしておりしておりしており技術技術技術技術のののの継承継承継承継承ががががうまくうまくうまくうまく出来出来出来出来ていませんていませんていませんていません。。。。工業工業工業工業組合組合組合組合のののの方方方方

ではではではでは、、、、伝統工芸士伝統工芸士伝統工芸士伝統工芸士のののの方方方方をををを講師講師講師講師としてとしてとしてとして後継者育成後継者育成後継者育成後継者育成をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた

三木市三木市三木市三木市ではではではでは、、、、技術技術技術技術をををを引引引引きつごうときつごうときつごうときつごうと考考考考ええええ弟子入弟子入弟子入弟子入りしたりしたりしたりした人人人人ににににはははは補助補助補助補助をしてをしてをしてをして

いますがいますがいますがいますが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか見込見込見込見込みみみみ通通通通りにはいっておりませんりにはいっておりませんりにはいっておりませんりにはいっておりません。。。。    

    

若若若若いいいい方方方方がががが動動動動こうとしているこうとしているこうとしているこうとしているのはのはのはのは事実事実事実事実ですですですです。。。。３０３０３０３０～～～～４０４０４０４０代代代代のののの方方方方でででで３０３０３０３０

社社社社くらいがくらいがくらいがくらいが集集集集まりまりまりまり勉強会勉強会勉強会勉強会をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    

    

日本国内日本国内日本国内日本国内でででで唯一唯一唯一唯一のののの日本剃刀日本剃刀日本剃刀日本剃刀のののの技術者技術者技術者技術者がいたががいたががいたががいたが、、、、市市市市でもいろいろでもいろいろでもいろいろでもいろいろ支援支援支援支援

したがしたがしたがしたが後継者後継者後継者後継者ができませんができませんができませんができませんでしたでしたでしたでした。。。。ただただただただ、、、、備前備前備前備前のののの刀鍛冶刀鍛冶刀鍛冶刀鍛冶技術技術技術技術のののの場合場合場合場合はははは、、、、

直系直系直系直系はははは残残残残っていないがっていないがっていないがっていないが、、、、全国全国全国全国からからからから応募応募応募応募してしてしてしてそのそのそのその技術技術技術技術がががが残残残残っっっったようなたようなたようなたような事事事事

例例例例もありますもありますもありますもあります。。。。いまいまいまいま三木市三木市三木市三木市はははは、、、、後継者育成後継者育成後継者育成後継者育成などのなどのなどのなどの支援支援支援支援ををををしているしているしているしているしししし、、、、

若手若手若手若手のののの方方方方々々々々もももも頑張頑張頑張頑張っていますっていますっていますっていますのでのでのでので、、、、これにもこれにもこれにもこれにも支援支援支援支援できればとできればとできればとできればと考考考考えていえていえていえてい

ますますますます。。。。    

    

私私私私がががが参加参加参加参加しているしているしているしている組合組合組合組合でででで、、、、キャリアプランキャリアプランキャリアプランキャリアプランをををを提示提示提示提示してはどうですかしてはどうですかしてはどうですかしてはどうですか

とととと提案提案提案提案していますしていますしていますしています。。。。修行中修行中修行中修行中はははは、、、、時給時給時給時給５００５００５００５００円円円円ででででローソンローソンローソンローソンへへへへバイトバイトバイトバイトにににに行行行行

ったらったらったらったら１０００１０００１０００１０００円円円円もらえるがもらえるがもらえるがもらえるが、、、、ずっとずっとずっとずっと変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。４０４０４０４０歳歳歳歳になればあになればあになればあになればあ

きらかきらかきらかきらかにににに差差差差がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。最近最近最近最近ではではではではベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー的的的的なななな部分部分部分部分のののの中中中中でいくらででいくらででいくらででいくらで

もももも海外海外海外海外でででで売売売売りりりり込込込込むこともむこともむこともむことも可能可能可能可能ですですですです。。。。ただただただただ、、、、うまくいくかどうかわかりうまくいくかどうかわかりうまくいくかどうかわかりうまくいくかどうかわかり

ませんがませんがませんがませんが検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要はありますはありますはありますはあります。。。。    

    

そのそのそのその技術技術技術技術がががが２０２０２０２０年後年後年後年後にににに残残残残るるるる技術技術技術技術でないとでないとでないとでないと困困困困りますりますりますります。。。。すべてのすべてのすべてのすべての技術技術技術技術のののの

継承継承継承継承をををを一律一律一律一律にににに援助援助援助援助するわけにはいかないするわけにはいかないするわけにはいかないするわけにはいかないとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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副会長副会長副会長副会長    

    

事務局事務局事務局事務局    

特殊特殊特殊特殊なななな事例事例事例事例ですがですがですがですが、、、、ＤＴＰＤＴＰＤＴＰＤＴＰ写真写真写真写真ががががデジカメデジカメデジカメデジカメのののの革命的革命的革命的革命的なななな技術技術技術技術のののの出現出現出現出現でででで

なくなるとはなくなるとはなくなるとはなくなるとは誰誰誰誰もももも予想予想予想予想しませんでしたしませんでしたしませんでしたしませんでした。。。。刃物刃物刃物刃物のののの場合場合場合場合はははは、、、、なくならないなくならないなくならないなくならない

とととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、こればかりはわかりませんこればかりはわかりませんこればかりはわかりませんこればかりはわかりません。。。。    

    

基本的基本的基本的基本的なことですがなことですがなことですがなことですが、、、、三木三木三木三木のののの金物金物金物金物産業産業産業産業とととと言言言言ったったったった場合場合場合場合はははは、、、、比較的高度比較的高度比較的高度比較的高度

なななな技術技術技術技術がががが必要必要必要必要なななな刃物刃物刃物刃物ですがですがですがですが、、、、卸商卸商卸商卸商はははは刃物刃物刃物刃物のののの卸卸卸卸ですかですかですかですか。。。。    

    

基本的基本的基本的基本的にはにはにはには刃物刃物刃物刃物ですですですです。。。。ただただただただ刃物刃物刃物刃物でもでもでもでも料理料理料理料理にににに使使使使うううう包丁包丁包丁包丁からからからから農機具農機具農機具農機具、、、、工工工工

事用事用事用事用のののの機具機具機具機具などいろいろななどいろいろななどいろいろななどいろいろな用途用途用途用途のののの刃物刃物刃物刃物ががががありますありますありますあります。。。。    

    

三木三木三木三木のののの伝統工芸品伝統工芸品伝統工芸品伝統工芸品はははは大工道具大工道具大工道具大工道具ががががメインメインメインメインですですですです。。。。鋸鋸鋸鋸（（（（のこのこのこのこ）、）、）、）、鑿鑿鑿鑿（（（（のみのみのみのみ）、）、）、）、

鉋鉋鉋鉋（（（（かんなかんなかんなかんな）、）、）、）、鏝鏝鏝鏝（（（（こてこてこてこて）、）、）、）、小刀小刀小刀小刀のののの５５５５品目品目品目品目ですですですです。。。。このこのこのこの中中中中でもでもでもでも一番特殊一番特殊一番特殊一番特殊

なのはなのはなのはなのは鏝鏝鏝鏝（（（（こてこてこてこて））））でででで、、、、全国全国全国全国でもでもでもでも９９９９割以上割以上割以上割以上がががが三木三木三木三木市市市市でででで作作作作られていますられていますられていますられています。。。。

そのほかにはそのほかにはそのほかにはそのほかには、、、、農機具系農機具系農機具系農機具系のののの丸鋸丸鋸丸鋸丸鋸ややややチップソーチップソーチップソーチップソーなどなどなどなど鋸系鋸系鋸系鋸系やややや電動工具電動工具電動工具電動工具やややや木木木木

工工工工・・・・金属金属金属金属・・・・コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート用用用用ドリルドリルドリルドリルなどなどなどなど先端工具先端工具先端工具先端工具がありますがありますがありますがあります。。。。    

包丁系包丁系包丁系包丁系はははは弱弱弱弱くくくく、、、、包丁包丁包丁包丁はははは堺堺堺堺市市市市、、、、関関関関市市市市、、、、武生武生武生武生ですですですです。。。。三条市三条市三条市三条市はははは三木三木三木三木とととと同同同同じじじじ

くくくく利器工匠具利器工匠具利器工匠具利器工匠具となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

特徴特徴特徴特徴としてとしてとしてとして三木市三木市三木市三木市はははは単品単品単品単品でのでのでのでの産地産地産地産地ではなくではなくではなくではなく大工道具大工道具大工道具大工道具なりなりなりなり刃物刃物刃物刃物なりなりなりなり、、、、

たたたたくさんのくさんのくさんのくさんの種類種類種類種類があるということですがあるということですがあるということですがあるということです。。。。    

    

刀鍛冶刀鍛冶刀鍛冶刀鍛冶のようなのようなのようなのような徒弟制度徒弟制度徒弟制度徒弟制度のようなのようなのようなのような技能継承技能継承技能継承技能継承でないでないでないでない技術技術技術技術でででで勝負勝負勝負勝負していしていしていしてい

るところはたくさんあるとるところはたくさんあるとるところはたくさんあるとるところはたくさんあると思思思思うがうがうがうが、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも取取取取りりりり入入入入れてみればれてみればれてみればれてみれば

仕方仕方仕方仕方がががが変変変変わるのかもしれませんわるのかもしれませんわるのかもしれませんわるのかもしれません。。。。    

    

日本刀日本刀日本刀日本刀なんかなんかなんかなんかではなくではなくではなくではなく、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも実用品実用品実用品実用品ですからですからですからですから少少少少しししし違違違違うとうとうとうと思思思思いいいい

ますますますます。。。。    

    

いまいまいまいま言言言言われているものはわれているものはわれているものはわれているものは、、、、高高高高いいいいクラスクラスクラスクラスのものをのものをのものをのものを扱扱扱扱っているっているっているっているというこというこというこというこ

とですかとですかとですかとですか。。。。    

    

いろいろあるといろいろあるといろいろあるといろいろあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、家庭用家庭用家庭用家庭用ではではではではなくなくなくなくプロプロプロプロ用用用用ですですですです。。。。    

    

低価格品低価格品低価格品低価格品ではではではでは確実確実確実確実にににに負負負負けるけるけるけるのでのでのでので、、、、家庭用家庭用家庭用家庭用のようにのようにのようにのように大量大量大量大量にににに作作作作ってってってって売売売売るるるる

時代時代時代時代ではないというではないというではないというではないという認識認識認識認識はありますはありますはありますはあります。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではではＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰににににはははは強強強強

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省ののののジャパンブランドジャパンブランドジャパンブランドジャパンブランドににににもももも申請申請申請申請しししし活動途上活動途上活動途上活動途上でででで

すすすす。。。。    危機感危機感危機感危機感をををを持持持持っているっているっているっている３０３０３０３０～～～～４０４０４０４０代代代代のののの若者若者若者若者はははは起爆剤起爆剤起爆剤起爆剤になりますになりますになりますになります。。。。

それをそれをそれをそれを市市市市としてとしてとしてとして、、、、どうどうどうどう受受受受けけけけ止止止止めてめてめてめて施策施策施策施策にににに反映反映反映反映していくのかというのがしていくのかというのがしていくのかというのがしていくのかというのが

このこのこのこの審議会審議会審議会審議会のひとつののひとつののひとつののひとつのテーマテーマテーマテーマだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

農業農業農業農業についてについてについてについて、、、、作物作物作物作物はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。    

    

水稲水稲水稲水稲がががが主主主主でででで、、、、いちごいちごいちごいちご・・・・ぶどうはぶどうはぶどうはぶどうは、、、、若若若若いいいい人人人人のののの農業者農業者農業者農業者がががが増増増増えていますえていますえていますえています。。。。    
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事務局事務局事務局事務局    

    

会長会長会長会長    

    

農業農業農業農業のののの問題問題問題問題にににについてはついてはついてはついては、、、、農地転用農地転用農地転用農地転用ができないのでができないのでができないのでができないので、、、、あるあるあるある程度程度程度程度、、、、現状現状現状現状

維持維持維持維持しなければしなければしなければしなければ仕方仕方仕方仕方ががががないないないないとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、強強強強いいいい農業農業農業農業ははははＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰでもでもでもでも

残残残残るでしょうるでしょうるでしょうるでしょう。。。。    

    

ＳＷＯＴＳＷＯＴＳＷＯＴＳＷＯＴ分析分析分析分析のののの強強強強みみみみ・・・・弱弱弱弱みみみみなどをなどをなどをなどを聞聞聞聞いておりますといておりますといておりますといておりますと、、、、ぶどうぶどうぶどうぶどうやややや金物金物金物金物

のののの技術技術技術技術があるがあるがあるがあるということでということでということでということで、、、、三木市三木市三木市三木市からからからから転出転出転出転出されたされたされたされた方方方方のののの子子子子どもどもどもども達達達達がががが体体体体

験験験験できるようなぶどうできるようなぶどうできるようなぶどうできるようなぶどう狩狩狩狩りやりやりやりや金物金物金物金物をををを使使使使ったったったった工作教室工作教室工作教室工作教室などのなどのなどのなどの学習学習学習学習プランプランプランプラン

にににに力力力力をををを入入入入れてれてれてれてＰＲＰＲＰＲＰＲしてみてはしてみてはしてみてはしてみては。。。。    

    

ゴルフゴルフゴルフゴルフ場場場場がたくさんあるのでがたくさんあるのでがたくさんあるのでがたくさんあるので、、、、おおおお金金金金をををを落落落落としているとしているとしているとしているようなようなようなような仕組仕組仕組仕組になになになにな

っているのかがっているのかがっているのかがっているのかが大事大事大事大事ですですですです。。。。ゴルフゴルフゴルフゴルフ場場場場がたくさんあってもがたくさんあってもがたくさんあってもがたくさんあっても通過通過通過通過されるされるされるされるだだだだ

けでけでけでけではははは意味意味意味意味がありませんがありませんがありませんがありません。。。。    

    

ゴルフゴルフゴルフゴルフにににに行行行行ってもってもってもっても、、、、おおおお土産土産土産土産をををを買買買買うううう程度程度程度程度だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

だからだからだからだから、、、、道道道道のののの駅駅駅駅のののの業績業績業績業績がががが高高高高いいいい。。。。朝来朝来朝来朝来市市市市はははは、、、、竹田城竹田城竹田城竹田城をををを活活活活かしてかしてかしてかしてやっとやっとやっとやっと

おおおお金金金金をををを落落落落とすようになりましたとすようになりましたとすようになりましたとすようになりました。。。。    

    

道道道道のののの駅駅駅駅みきみきみきみきはははは、、、、入込客数入込客数入込客数入込客数はははは多多多多いがいがいがいがそのほとんどがそのほとんどがそのほとんどがそのほとんどがトイレトイレトイレトイレにににに使用使用使用使用するするするする

のみですのみですのみですのみです。。。。    

ゴルフゴルフゴルフゴルフ客客客客などのなどのなどのなどの観光客観光客観光客観光客からからからからどのようにしてどのようにしてどのようにしてどのようにして、、、、おおおお金金金金をををを落落落落としていただとしていただとしていただとしていただ

くかがくかがくかがくかが課題課題課題課題ですですですです。。。。    

    

いまいまいまいまグランフロントグランフロントグランフロントグランフロント大阪大阪大阪大阪がががが盛況盛況盛況盛況ですですですです。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん梅田梅田梅田梅田にあるからですにあるからですにあるからですにあるからです

がががが、、、、人人人人がががが滞留滞留滞留滞留するするするする方法方法方法方法にはにはにはには、、、、回遊性回遊性回遊性回遊性、、、、地域地域地域地域ののののテーマパークテーマパークテーマパークテーマパーク性性性性、、、、コミュコミュコミュコミュ

ニティニティニティニティ性性性性がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。だからといってだからといってだからといってだからといって、、、、テーマパークテーマパークテーマパークテーマパークをををを作作作作ってもってもってもっても失敗失敗失敗失敗

しますしますしますします。。。。吹田吹田吹田吹田ののののエキスポランドエキスポランドエキスポランドエキスポランド跡跡跡跡ががががアウトレットアウトレットアウトレットアウトレットにににに変変変変わるようですわるようですわるようですわるようです。。。。

交通交通交通交通のののの便便便便がよければがよければがよければがよければ外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客にににに来来来来てもらうこともてもらうこともてもらうこともてもらうことも可能可能可能可能でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。    

    

    それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次にににに、、、、今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについてについてについてについて説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。    

    

配布資料配布資料配布資料配布資料４４４４でででで説明説明説明説明    

    

次回次回次回次回のののの審議会審議会審議会審議会ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールですがですがですがですが、、、、第第第第２２２２回回回回をををを６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日、、、、第第第第３３３３回回回回

をををを６６６６月月月月２７２７２７２７日日日日にににに開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    

    

13131313    閉閉閉閉        会会会会            鈴木副会長鈴木副会長鈴木副会長鈴木副会長のののの挨拶後挨拶後挨拶後挨拶後、、、、閉会閉会閉会閉会    


