東日本大震災からの復興に向けて
この度の東日本大震災により、被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げ
ますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
現在、経済産業省では、今回の地震の対応に尽力しているところです。近
畿経済産業局におきましても、この度の地震の影響に係る中小企業者のため
の特別相談窓口を設置する等、地震の影響を受けられた中小企業の方々のご
相談などに対応しているほか、現地に職員を派遣し復興業務の支援に努めて
おります。
東日本大震災に関係する情報につきましては、以下のリンクよりご覧くだ
さい。
近畿経済産業局

東日本大震災関連情報
「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る中小企業者のための特別相談窓口」の

●

設置について（本誌トピックスに掲載）
●

東日本大震災関連中小企業支援策（中小企業向け支援策ガイドブック等
本誌トピックスに掲載）

・東日本大震災

被災者就労支援・雇用創出への対応について

・我が国からの輸出品に対する放射線検査について
・東北地方太平洋沖地震による被害に係る電気の災害特別措置法の認可について
・東北地方太平洋沖地震による被害に係るガスの災害特別措置の認可について
・東日本大震災による被害に係るガスの災害特別措置の認可について
・経済産業省の東日本大震災への対応（ガソリン、生活物資、原子力施設、電力
供給、中小企業）[経済産業省サイト]
・大臣談話・声明（東日本大震災関連）

[経済産業省サイト]

・輸出入手続の特例措置について・関税割当について

[経済産業省サイト]

・生活関連物資等の供給の確保及び価格の安定について
・東日本大震災への対応

[首相官邸サイト]

・「中小企業電話相談ナビダイアル」の継続実施について
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国際医療交流における
関西ブランドの構築に向けて
担当課室：総務企画部

企画課

「新成長戦略」
（平成２２年６月１８日閣議決定）において、国際医療交流 ( 外
国人患者の受入れ ) は、
「『元気な日本』復活のための２１の国家戦略プロジェ
クト」の一つに位置付けられ、日本の医療の強みを活かす成長産業分野とし
て期待されています。
一方、関西には、日本の代表的な観光地である京都をはじめ、奈良、和歌山、
姫路、に世界遺産を有するなど地域資源に恵まれ、関西国際空港のほか国内
空港、鉄道などの交通アクセスの利便性が高いため、インバウンドを含む国
際医療交流の発展も見込まれます。
このような背景のもと、近畿経済産業局では、「関西の地域性を活かした健
康長寿産業の新たな展開にかかる調査研究事業」を実施し、「国際医療交流」
を「治療または健診のために訪日する外国人患者または受診者の受入れ」と
位置付け、関西で国際医療交流を推進するにあたってのポテンシャルと課題
を明らかにし、関西における具体的な事業モデルを検討するとともに、地域
経済へ与える波及効果と発展に向けた環境整備の方策について検討、取りま
とめを行いましたのでご紹介いたします。

１．国際医療交流における関西のポテンシャルについて
■ 国際的競争力を持つ高度医療
関西には、「国立循環器病研究セン
ター」に代表される先進的な循環器
領 域 や、
「大 阪 大 学 心 臓 血 管 外 科」
における世界に先駆けた心不全治療、
高度ながん治療の設備を持つ「兵庫
県立粒子線医療センター」、「陽子線
がん治療センター」が福井県立病院
に開設されるなど、先進的な高度医
療分野が多数あります。

兵庫県立粒子線医療センター
粒子線治療室
粒子線加速器

出典：兵庫県立粒子線医療センター HP
E ! KANSAI 2011 年 5 月号
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■ 健診施設の集積
PET-CT を所有する医療施設は、関西２府５県で計２３施設あり、このう
ち半数が大阪府内に立地しています。また、健診専門施設は、２府４県の計
４８施設のうち３０施設が大阪府内にあり、宿泊を含む人間ドックを実施で
きる医療施設は、約１４０あり、２府５県すべてに立地しています。
■ 外国人患者の受入れ実績
「大阪大学附属病院」は、サウジアラビアの民間病院と協定を結び、重い心臓
病の患者を受け入れるなど、最先端の再生医療を提供する取り組みを行ってい
ます。また、神戸市内には、歴史的に在日外国人利用の多い病院があり、外資
系企業との提携による健診受け入れ、領事館の指定病院、外国人外来を有する
医療機関などがみられます。関西国際空港に隣接する「りんくう総合医療セン
ター」は、空港の搬送先指定病院であるため、訪日外国人の救急患者を受け入
れや、在日外国人が利用しやすいように常設の外国人向け外来を持っています。
■ 医療通訳人材の厚み
関西の主な団体の通訳人数
京都市や神戸市
通訳
には、在日外国人
団体名
対応言語
人数
の生活支援として
多文化共生センター
26
中国語、韓国・朝鮮語、英語
きょうと
医療通訳に取り組
りんくう総合医療
英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タイ語、タ
64
センター国際外来
ガログ語
んできたＮＰＯ法
みのお外国人医療
英語、中国語、フランス語、韓国語、タイ語、スペイン
20
人や市民団体があ
サポートネット
語、ロシア語
多言語センター
スペイン語、英語、中国語、ロシア語、ベトナム語、ア
り、
医療通訳者（ボ
80
ＦＡＣＩＬ
ラビア語、ポルトガル語、モンゴル語、タガログ語
ランティア）の養
多文化共生センターきょうと『医療通訳者には何が必要か？』
成や、医療施設へ
の派遣などの活動を行っています。また、団体間の連携活動も活発で、シン
ポジウム、研究会などが開催されています。
■ 関西の集客力
古くから都が置かれた関西は、日本の歴史、伝統文化を体験できる地域資
源が多く、５つの世界文化遺産も存在しています。また、世界遺産「紀伊山
地の霊場と参詣道」等、知名度の高い 精神性 や 癒し 文化をもち、郊
外部に城崎、洲本、有馬、白浜などの温泉や自然が近接しています。
■ 交通インフラの優位性
関西国際空港は、アジアからのインバウンドにおける「ゴールデンルート」の
入口にあたり、日本に出入国する中国人の４分の１が利用しています。また、京都
−大阪−神戸を結ぶ公共交通機関が充実しており、域内都市間の移動が容易です。
4
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２．国際医療交流推進の課題・リスクについて
（１）治療、健診における課題
■ 個人情報の取得・授受・管理
治療はもとより健診においても、事前に患者・受診者の情報を得る必要があ
り、個人情報管理を含む体制づくりが課題となります。旅行会社や自治体な
どの第三者が間に入る場合は、医療機関に情報が届くまでに時間を要するこ
とや、誤った情報が届いた際のリスク対応が課題になっており、治療の場合
は、インフォームド・コンセントをどのように得るかの課題があります。
■ 医療機関の対応範囲
健診で異常が発見された場合は、受診者の帰国後の治療のフォローが、治療
で訪日する患者については、母国の医療機関とのカルテ共有などが課題とな
ります。いずれも外国の医療機関との提携によって解決していく必要があ
り、継続性のあるアフターケアが必要になります。また、院外の緊急対応に
ついても、どの機関の責任において行うかといった、医療機関と旅行会社な
どの責任分担の明確化も課題となっています。
■ 健診の採算性
ＰＥT健診については、１日あたりの受入れ可能人数が少ないこと、現段階では
テストケースで価格を低く設定していることなどから、赤字になるケースが多数
みられます。旅行会社などの手配者側はコストの合う催行人数を望んでいます
が、医療機関1施設では受け入れが難しいことが課題です。また価格設定について
は、日本の医療技術の質を考慮したものとし、価格の競争を避ける必要がありま
す。
■ 外国人向けの健診メニューづくり
健診施設を選択してもらうための特徴づくりのためには、温泉、エステなど
地域資源の魅力を付加し、差別化を図る必要があります。また、健診結果の
説明や、受診者の生活習慣指導においては、母国の食文化や習慣を理解して
行う必要があります。
■ 地域資源との融和性
健診とインバウンドの両方を目的とする場合においては、受診者は、滞在期
間を有効に使って観光したいと望んでおり、健診を行程にうまく組み入れる
ことが課題となります。また、治療や手術の場合は低リスクの治療であって
も、術後の行動への影響は避けられません。加えて受診者のニーズに合わせ
た行程やプログラムを組む必要があり、ターゲットを考慮した地域資源活用
が求められています。
E ! KANSAI 2011 年 5 月号
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（２）人材に関する課題
■ 医療通訳の育成・認定
医療通訳に関する課題は多岐にわたり、プロフェッショナルな医療通訳人材
の育成と能力認定の仕組みづくり、ビジネスとボランティアを区別した派遣
のあり方や報酬基準の確定、責任範囲の明確化、守秘義務の徹底と倫理観の
確立などがあげられます。
■ ファシリテーターの育成
患者や受診者と医療機関をつなぎ、旅行会社、医療通訳者などのサービス手
配を行って、国際医療交流をビジネスとして推進するファシリテーターの確
保、育成が課題となっています。ファシリテーター業務における課題として
は、医療通訳者の確保、受診者からの問合せ対応、医療訴訟に備えたリスク
想定、顧客確保のためのしくみづくりなどがあげられます。
（３）流通における課題
■ 流通ネットワークの未整備
国際医療交流を推進するには、国外需要の把握・発掘を行い、有望な市場に
おいて現地医療関係機関と提携し、受診者のボリュームを見込んだ取り組み
を始める必要があります。しかし、単体の健診専門施設や民間病院などでは
マンパワー不足、情報不足から、そのスタートラインに手が届いていませ
ん。また国内においても、受け入れ医療機関は、ファシリテーターや医療通
訳、旅行会社とのネットワークが必要であり、海外の保険会社、法律事務所
などとの連携もリスク対応の観点から重要です。
■ 情報発信
国際医療交流による訪日外国人を一定数確保するためには、ターゲットとす
る市場に向けた効果的なプロモーションを継続的に行う必要があります。現
状では独自に構築した現地医療機関とのネットワークを活用するプロモー
ション、自治体が観光客誘致を兼ねて現地で開催する商談会とのタイアッ
プ、日本と現地の旅行会社の提携による広告・宣伝などの例があります。
（４）外国人受入れに伴うリスク
■ トラブルの予防と処理
商品販売や接遇サービスとは異なり、医療は全く個人的なニーズに応える分
野のため、個性および習慣・倫理観等による価値観の相違などによるリスク
6
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が多く存在します。健診においても、疾病の発見率は１００％ではないた
め、訴訟等のトラブルに発展するリスクを含んでいます。また、治療におけ
るインフォームド・コンセントはもとより、健診においても事故防止のために
十分な説明が必要であり、そのためには、医療通訳のプロ人材の育成が重要と
なります。
■ 優良な医療機関の可視化
米国のJCI認証のような第三者機関による医療機関の評価・認証は、患者や受
診者が医療機関を選択する一つの基準となります。日本においても、医療機関
の品質、外国人患者・受診者受け入れ環境の整備に関する評価制度の検討が始
まっています。ただし、高度医療を提供する大学病院は、その医療技術を学会
等で発表することが評価となるため、広告・宣伝の必要がないとの考え方もあ
ります。
■ 決済・保険
医療費の確実な収受方法の整備が必要であり、患者や受診者にとってはクレ
ジットカード等の決済が最も手軽な方法です。また、海外の医療保険について
は、保険の填補範囲や、証明書発行などへの対応、帰国後の治療をどの保険で
受けるのかといった引き継ぎの困難性などがあります。
■ 異文化ギャップ
健診結果に応じた生活指導は、受診者の出身国・地域の食習慣、生活習慣に合う
ものでなければ改善行動に結びつきません。入院中の病院食についても宗教や文化
によって異なる食事提供といった対応が必要となります。また、文化の違いによる
対応・接遇上の不満や死生観の違いといったこともリスクとなります。どの段階に
なるまで治療を受けるか、治療を止めるとすればどんな理由によるのか、そして、
日本の医療機関が理解して行動できるか、などの相互理解が必要となります。
（５）その他
■ 各種の規制
国として解決を図るべき課題として、医療機関の広告によるプロモーション
活動を制限しているなど、各種の規制があります。医療ビザについては、２０１１
年１月から在外公館で「医療滞在ビザ」の運用が開始され、必要に応じて家族
や付き添いの同伴が可能となります。
■ 地域の受入れ環境整備
外国人が地域や医療機関内を正確に移動し、思わぬ事故を招かないためには、
案内・誘導表示の多言語化が必要となります。
E ! KANSAI 2011 年 5 月号
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ヘルスケア

健診

簡易治療

高度先端
医療

医療技術

◎循環器領域
◎再生医療

医療分野

究機関とのネットワーク構築、関西ブランドの国際的な情報発信等を狙う。

関西の医療関連分野の強みである高度先端医療を提供。海外医療機関・研

技術ブランドに
よる訴求力次第

市場

・施設経営
・雇用創出
・地域資源活用

・・・関西の地域ポテンシャル

◎通訳人材、組
織の活動
◎ホスピタリティ

中国、香港、台
湾、欧米等

・私立病院
・健診専門施設

・大学病院
・国公立の組織
・企業の研究機
関

・地域資源
旅行会社
宿泊施設
交通機関

・プロモーション

・法律

・保険

コーディネーター
コールセンター
ヘルプデスク

・ファシリテーター

・医療通訳

関連分野

将来のプレーヤー
医療分野

トワーク構築を狙う。

域資源を活用。関連人材の活動環境整備、受け入れ環境の整備、流通ネッ

健診施設の集積・医療通訳人材の厚みを基盤とし、外国人に人気の高い地

＝「健診・ヘルスケア」×「関西の強み＝人材・ホスピタリティ」×「地域資源」

●関西ブランドの健康増進モデル

・医療の国際化
・高度先端医療
による国際貢献

目的

特集

＝「高度先端医療」×「関西の強み＝ブランド力ある医療技術」

●関西ブランドの高度先端医療モデル

取組の進展による対象領域の拡大

◎ﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰ
◎医療研究機関
集積（国立大学、
神戸医療産業
都市 等）

関連分野

関西のポテンシャル

都市部における
検診施設の集積

地域資源の活用による
域内滞在の促進

関西ブランドの
健康増進ﾓﾃﾞﾙ

関西ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの
高度先端医療
ﾓﾃﾞﾙ

ドの構築を狙います。

ネットワーク構築、関西ブランドの医療・健康の情報発信、関連人材の活動
環境の整備、受入れ環境の整備を促進し、国際医療交流における関西ブラン

先端医療」モデル、もう一つは、健診施設の集積と、医療通訳人材の厚みを
基盤とし、域内地域資源を活用する「関西ブランドの健康増進」モデルです。
この二つの柱によるモデルの推進により、海外の医療機関・研究機関との

以上のポテンシャル、課題・リスクの内容を踏まえ、関西の地域性を活か
した国際医療交流の方向性について、次の二つが考えられます。
一つは、大きな強みである高度先端医療を活かした「関西ブランドの高度

３．関西の地域性を活かした事業モデルについて

特集
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地域資源との融和性
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４．地域に期待される波及効果について
国際医療交流を推進するにあたり期待される地域への波及効果は、訪日外国
人観光客増加の視点で消費額を推し量るのでなく、「関西の関係者、地域に
及ぼす社会的効果」「医療分野を中心とする産業に及ぼす経済的効果」とと
らえ、その可能性について以下のように整理することができます。
（１）関西の関係者、地域に及ぼす社会的効果について
■ 「国際的な医療先進地・関西」ブランドの確立
関西の医療関係者が域内の資源を見つめ直し、先進性を再確認、国内外に情
報発信することで、「国際的な医療先進地・関西」のブランドイメージが構
築されます。同時に、関西域内への情報発信により、地域ポテンシャルが広
く認知され、医療関係者、企業、地域住民、行政の理解が深まります。
■ 高度先端医療分野におけるネットワークの創出
高度先端医療分野において関西ブランドが構築されると、国際医療交流に関す
る認識、方向性を共有する医療機関や企業、ＮＰＯなどの連携が促進され、国
際医療交流事業の創出や、医療産業クラスターの拡大につながっていきます。
■ 医療と他分野の連携促進によるブランドの確立
関西域内で医療先進地のブランド認識が高まると、地域資源についても健康増進
の観点から見つめ直され、健診やヘルスケア分野での医療機関との連携が進みま
す。これによりインバウンド分野で、更に訴求力の大きい魅力を創出できます。
■ 在日・駐日外国人の医療環境の向上
外国人を受け入れる医療機関の増加、通訳人材の増加・プロ化などにより、
外国人が安心して治療を受けられる環境整備が進むことから、関西の在日・
駐日外国人の住みやすさを向上させることができ、地域の国際化は、新たな
対内投資を創出することにつながります。
（２）医療分野を中心とする産業に及ぼす経済的効果について
■ 国際競争力の発揮による投資促進
外国人患者の受け入れにより、高度先端医療による治療の症例数を増やすこ
とができ、関西の優れた医療技術の認知が拡大、国際競争力の発揮によっ
て、病院や研究機関への投資が促進されます。
■ 通訳・翻訳業の活動領域の拡大
通訳・翻訳業に新たな活動領域が生まれ、雇用の拡大、教育・養成機関の
10
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特集
ビジネスも拡がります。
■ ファシリテーターの起業促進
外国人患者・受診者と国内外の医療機関をつなぎ、渡航、通訳、インバウ
ンドの手配なども行うファシリテーター業が生まれ、人材派遣会社や旅行会
社等など異業種からの進出も想定されます。
■ 関西滞在メニューの多様化
「医療を目的とする滞在」というテーマが増えることにより、訪日外国人に
向けた地域滞在メニューが多様化し、インバウンドのみを目的とする ( 医療
を受けない ) 外国人の訪問・滞在を促進する効果を生むと考えられます。

５．最後に

〜国際医療交流推進に向けた環境整備に向けて〜

医療は海外に売り込むべき日本の優れた産業のひとつであり、関西が有す
る高度先端医療、検診・ヘルスケア分野の強みを活かした国際医療交流の取
り組みを積極的に国内外へ発信し、地域が一体となって「関西ブランド」を
構築し、国際競争力を強化していく必要があります。
すでに、関西には医療を支える産業やボランティアといったそれぞれの立
場から国際医療交流に関心を持ち、取り組んでいる機関があります。それぞ
れの取り組みが円滑に推進されるためには、個々の機関では解決が難しい環
境整備を地域が担い、支えていく必要があります。
例えば、医療通訳の分野では、通訳の質を担保する資格制度やデータベー
スづくり、医療機関への就労・派遣における技術単価の設定により、関西で
プロ人材を育成し活用していく基盤をつくることが必要です。
また、国際医療交流は、医療機関のみで成立するものではなく、異業種間
の連携、ネットワーク形成、情報発信、リスクマネジメントがキーワードと
なる事業です。意欲ある医療機関と関連企業のネットワークづくりを支援す
るマッチングの場を、関西および海外で仕掛けることが重要になります。
特に、ファシリテーターの育成支援については、初期段階のマッチングを支援
し、フィジビリティ・スタディを実施することで、課題の抽出とビジネスモデル
の検証を行うことが必要です。
さらに、国際医療交流拠点の形成に向けた特区制度の活用により、民の動
きを活発化させることも必要です。高度医療分野の特区であれば、未承認薬
や医療機器の新技術の利用が図られ、健診分野であれば、医療通訳ビジネス
の確立やプロモーションの活発化などが進むでしょう。
これらの産学官の有機的な連携のもとに、各々の役割に応じた取り組みの
促進により、新しい産業と雇用の創出を生み出すことが大きく期待できます。
E ! KANSAI 2011 年 5 月号
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを設け
ました。今回は海外展開を目指す伝統的工芸品産地の取組み、ハードロック工業株式会
社をご紹介します。

関西 伝統的工芸品の新しいデザイン

〜海外展開を目指す伝統的工芸品産地の取組み〜
担当課室：製造産業課

関西には、地方独特の材料や代々受け継がれてきた技術を
駆使して育んできた伝統的工芸品が多数存在し、経済産業大
臣が指定する品目は４３を数えます。
今回、新しいコンセプトやデザイン開発により、国内はも
とより海外の皆様にも日常生活の中で手作りの温もりを楽し
んでいただける商品を紹介するパンフレットを作成しまし
た。以下にその掲載商品を紹介します。
■ 味わいを引き立たせる茶器・酒器

■ 機能美が輝く打刃物

■ 住空間を彩る新製品

１（左：越前焼）釉薬を使わず、
肉厚は薄く、口当たりの良
さと飲料の味わいを引き立
たせます。
２（右：大阪浪華錫器）錫器は
粒子の性質から酒や水をま
ろやかにし、手入れも簡単
です。
３（左：堺打刃物）切れ味と機
能美を極めた堺打刃物は多
くの板前さんに愛されてい
ます。
４（右：越前打刃物）多くの料
理人の協力を得て開発され
た洋食シェフのためのステ
ンレス包丁。

５（左：越前和紙）現代生活に潤いをもたらす手漉
き和紙を使った照明。
６（右：彦根仏壇）建築設計士とのコラボレーショ
ンによる洋間にもマッチするお仏壇。

12
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■ 和装品の新たな提案

７（左：西陣織）優れたＣＧ技術と忠実に再現す
る製紋技術などを駆使した豊かな風合いのネ
クタイ。
８（右：京鹿の子絞）括り粒の精緻さと染め分
け技法から生まれる立体感のある京絞り「の
れん」。
■ 個性を引き立てる小物

■ 趣味と知恵の道具

９（左：越前漆器）木加工と金属
加工技術を融合させた漆塗りの
高級アトマイザー「漆香器」
。
「ミ ル ク ク
１０（右：京 焼・清 水 焼）
ラウン」はインテリア、宝石や
茶菓子などの入れ物にピッタリ。
（左：高山茶荃）全国シェア 9 割を越える奈良
１１
県高山の茶荃は流派と用途から１２０種類に
及びます。
１２（右：播州そろばん）時代に合わせたデザイン
と機能を備えた「１００玉カラーそろばん」
。

近畿経済産業局としては、各産地の意匠開発などに対する助成、ジェトロ
などの海外展開支援策の活用や海外通販サイト業者との連携なども進め、関
西の伝統的工芸品産地の海外展開をサポートしていく予定です。
【掲載商品のお問い合わせ先】

越前焼工業協同組合
１（越前焼）
２（大阪浪華錫器）錫器事業協同組合
堺刃物商工業協同組合連合会
３（堺打刃物）
４（越前打刃物） 越前打刃物産地協同組合連合会
福井県和紙工業協同組合
５（越前和紙）
彦根仏壇事業協同組合
６（彦根仏壇）
西陣織工業組合
７（西陣織）
８（京鹿の子絞） 京鹿の子絞振興協同組合
越前漆器協同組合
９（越前漆器）
１０（京焼・清水焼）京都陶磁器協同組合連合会
奈良県高山茶荃生産協同組合
１１（高山茶荃）
１２（播州そろばん）播州算盤工芸品協同組合

０７７８-３２-２１９９
０６-６９４７-２７７３
０７２-２２７-１００１
０７７８-２４-１２００
０７７８-４３-０８７５
０７４９-２４-４０２２
０７５-４３２-６１３１
０７５-２５５-０４６９
０７７８-６５-００３０
０７５-５３１-３１００
０７４３-７１-３８０８
０７９４-６２-２１０８
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >

世界中のあらゆる「安全安心」を支えるものづくり
ハードロック工業株式会社 代表取締役社長 若林克彦さん
担当課室：広報・情報システム室

近畿地域では優れた技術を持った多くの中小企業が集積
しています。
この度、その中でも鉄道や自動車、建造物などあらゆる
場面で「安全を開発する」ことを目指し、どんな衝撃や振
動を与えても緩まない（戻り回転しない）、「ハードロック
ナット」を開発し、世界でもオンリーワンの製品を供給し
続けている東大阪市のハードロック工業株式会社をご紹介
します。
■現在の事業活動について
ハードロック工業株式会社は、「世のために役立つ
製品を考案すること」を経営理念とする若林社長が、
昭和４９年にハードロック工業として創業。
鉄道や自動車のみならず建造物などあらゆる場面で
「安全安心」の確保は重要な課題であり、構造物をつ
なぐボルトやナットが緩めば大事故につながる可能性
があります。若林社長は神社の鳥居に緩み止めとして
用いられている「クサビ」にヒントを得て、試行錯誤
の末、昭和４９年、どんな衝撃や振動にあっても緩まない（戻り回転しない）
ナット「ハードロックナット」を開発することに成功。以後、同社は新幹線
をはじめとする世界中の高速鉄道、明石海峡大橋などの橋梁、鉄塔など、「ネ
ジのゆるみ」が許されないあらゆる場面の「安全安心」を支え製品を届け続
けるとともに、安心の確保と保安対策コスト削減の両立を確保することに苦
心していた産業界の課題解決にも貢献しています。
同製品は下ナットを凸型にし
たもので、特殊機械で、
「クサビ」
機能を発揮させるように下ナッ
トを加工し、それによって、凹
型の上ナットを締めれば締める
ほど、
「クサビ」の効果で、下ナッ
トの凸型がボルトのねじ部へ押
しつける作用をし、その結果、
どのような衝撃や振動にも緩ま
ないものとなっています。
14
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■今後の事業展開について
同社が世界中に注目を集めるきっかけとなっ
たのは、平成１７年にコロラド州デンバーで開
催された、アメリカ機械学会で広島大学の教授
グループによって発表された研究論文にありま
す。
「ハードロックナット」が衝撃や振動にあっ
ても緩まないことが科学的に証明され、米国航
空宇宙規格においても各種実験で立証されてい
ます。実際に産業界の幅広い分野においてもそ
の有用性は評価を受けています。
平成１５年に、ねじ・ナット業界で初のグッドデザイン賞を受賞。平成
１９年、
「NEWSWEEK」の世界が注目する日本の中小企業１００社に選ばれ、
平成２１年には、中小企業庁の『明日の日本をささえる元気な中小企業
３００社』に掲載、同年、内閣総理大臣顕彰「第３回ものづくり日本大賞」
の特別賞も受賞しています。
現在、近畿経済産業局が主催する「関西国際航空機市場参入支援等事業」
にも参画、今後は航空機産業も視野に入れた技術開発を図っているところで
す。
これまで１００以上のアイデア商品を生み出し、５０以上の特許を取得し
ている若林社長は「緩み止めナットの応用開発を更に進めて、これからも世
のために役立つ製品を考案していきたい」と、挑戦への意欲を語っておられ、
今後益々、同社の活躍が期待されます。

会 社 名：ハードロック工業株式会社
U R L ：ht t p://www.hardlock.co.j p
所 在 地：東大阪市川俣１−６−２４
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【TOPICS】政府の東日本大震災中小企業向け支援策概要
国が用意している資金繰りや雇用面、税制面での支援策の情報をまとめました。ぜひご活用く ださい。

資金繰り支援の概要
既往債務の負担
軽減

①災害復旧
貸付

融
②セーフティ
資 ネット貸付

被災中小企業の既往債務（借入金）に
ついて、返済猶予などの条件変更に
柔軟に対応するように、金融機関等へ
要請しています。

お取引のある金融機関等にご
相談ください。

リース事業者に対し、中小企業に対す
るリースの支払い猶予について柔軟
かつ適切に対応するよう要請していま
す。

お取引のリース会社にご相談
ください。

事業の復旧に必要な設備資金、運転
資金を長期・低利で融資する制度。対
象は、A)事業所等の主な事業用資産
が災害で倒壊・火災等の被害を受け
た直接被害者、B):A)の直接被害者と
取引依存度が一定以上の間接被害者
です。

日本政策金融公庫
0120-154-505
沖縄金融公庫
098-941-1795
商工組合中央金庫
（危機対応業務）
0120-079-366

経営基盤強化に必要な設備資金、運
転資金を長期・低利で融資する制度。
対象は、災害を原因とする場合に限ら
ず、売上減少など業況が悪化している
事業者です。

受付：9:00～19:00

③マル経融
資

小規模事業者の方が無担保・無保証
で利用できる融資です。提出書類の簡
素化などを実施しています。

商工会・都道府県連合会又は
商工会議所にご相談ください。

①一般保証

金融機関から事業用資金の借入を行
う場合、信用保証協会が保証する制
度です。

（近畿経済産業局管内）

②災害関係
保証（５号）

信
用
保
証 ③セーフティ
ネット保証
（５号）
小規模企業共済、
倒産防止共済
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お問い合せ先

事業所等の主な事業用資産が災害で
倒壊・火災等の被害を受けた直接被
害者が、金融機関から事業再建資金
の借入を行う場合、信用保証協会が
上記の一般保証と別枠で保証する制
度です。
（セーフティネット保証とは同枠）
災害を原因とする場合に限らず、売上
減少など業況が悪化している事業者
が、金融機関から経営安定資金の借
入を行う場合、信用保証協会が一般
保証と別枠で保証する制度です。
（災害関係保証とは同枠）
両共済に加入されている方に、低利な
災害時貸付などを用意しています。
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福井県信用保証協会
０７７６－３３－１８００
滋賀県信用保証協会
０７７－５１１－１３００
京都信用保証協会
０７５－３１４－７２２１
大阪府中小企業信用保証協会
０６－６２４４－７１２１
大阪市信用保証協会
０６－６２６０－１７００
兵庫県信用保証協会
０７８－３９３－３９００
奈良県信用保証協会
０７４２－３３－０５５１
和歌山県信用保証協会
０７３－４２３－２２５５

中小企業基盤整備機構
０５０－５５４１－７１７１
受付： 9:00～19:00

雇用調整助成金、失業給付による支援の
概要
雇用調整助成金

震災に伴う経済上の理由（計画停電の
実施、部品の調達困難等）により休業
を余儀なくされた事業所の事業主の方
が労働者に休業についての手当を支
払えば、雇用調整助成金が利用できま
す。

失業給付

事業所が震災による直接的な被害を
受けたことにより、休業を余儀なくされ
た方は、離職していなくても、雇用保険
の失業手当を受給できます。

お問い合せ先
お近くのハローワークや
労働局にご相談ください。

税制面での支援の概要

お問い合せ先

被災等された方には、申告・納付等の期
限の延長、所得税の減免、納税の緩和等
の措置が適用されます。また、国税庁か
ら災害に関する主な税務上の取扱いが公
表されています。

お近くの税務署にご相談
ください。

中小企業経営承継円
滑化法に基づく申請
書等の提出期限の延
長

災害により、中小企業経営承継円滑化
法に基づく申請書等が期限内に提出
できない方について、その期限を延長
します。

お近くの経済産業局等に
ご相談ください。

地方税の申告・納付
等の期限の延長、減
免措置

被災等された方に対する申告・納付等
の期限の延長及び減免措置について、
総務省より通知が発出されています。

お住まいの都道府県、市
区町村にご相談ください。

国税の申告・納付等の
期限の延長、減免措置
等

相談窓口・復興支援窓口を整備
被災地復興支援セ
ンターの設置等

被災地での早期の事業再開などを現
地で支援する体制を整備しています。

中小企業基盤整備機構

このガイドブックに掲載する情報を含め、どこに相談したらよいのか、お困りの中小企
業者の皆さまが、全国どこからでも一つの電話番号で相談ができる
「中小企業電話相談ナビダイヤル」を用意しております。
是非ご利用ください。

０５７０-０６４-３５０

（9:00～17:30） 平日のみ
（最寄りの経済産業局 中小企業課につながります。）
※各制度詳細については中小企業庁ホームページをご参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
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制度概要
○

○

計画停電・風評等の被害者

○

○

○

○

○

○

・地震による直接被害者が対象です。主要な事業用資産に倒壊・火災等の直接的な被害
を受けた方であって、罹災証明の発行を受ける必要があります（事後提出でも可）。

○

・中小企業者が対象です。

○

・商工会等の経営指導を受けている小規模事業者が対象です。

○

・災害を原因とする場合に限らず、一時的に売上や利益が減少する等、業況が悪化して
いる事業者が対象です（直接被害者、間接被害者も含みます）。
・①売上高が前年同期比で5%以上減少、②災害、事故、大型倒産、風評被害等による一
時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしていること等の要件を満たす必
要があります。

○

（注）審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
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（「災害による計画停電の影響を受
けている場合、材料調達や出荷に
支障が生じている場合、風評被害を
原因とする場合等の間接被害者」や
「震災の被災者に限らず、業況が悪
化している事業者の皆さん）

※以下のいずれかの場合、特別措置（金利減免）が適用されます。
・直接被害者：主要な事業用資産に倒壊・火災等の直接的な被害を受けた方。罹災証明
の発行を受ける必要があります（事後提出でも可）。
・間接被害者：直接被害者との取引依存度が一定以上等の要件を満たす方。取引先の罹
災証明の写し又は被害証明申請書が必要です。

・災害による直接被害者、間接被害者が対象です。

災害の間接被害者
（左記の直接被害者と一定以上の取
引依存度等の事業者の皆さん）

災害の直接被害者
（災害により、事業所、工場、作業
所、倉庫等の主要な事業用資産に、
倒壊・火災等の直接的な被害を受け
た中小企業の皆さん）

制度の対象者

○
○
○
経営安定資金の借入を行う場合、一般保証と別枠で保証
①保証限度：無担保8千万円、最大2億8千万円
・平成23年度上期は原則全業種（82業種）が対象です。
・一般保証と別枠。災害関係保証と同枠。融資額の全額を保証。 ・対象業種のうち、災害を原因とする場合に限らず、売上減少など業況が悪化している
事業者（直接被害者、間接被害者も含みます）が利用可能です。
②保証料率、保証期間：各協会にお問い合わせください
・具体的には、①最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少、②地震発生後、最近
1か月の売上高等の前年同月比20%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上
高等が前年同期比で20%以上減少が見込まれる等の要件を満たす必要があります。

①保証限度：無担保8千万円、最大2億8千万円
・一般保証と別枠。セーフティネット保証と同枠。融資額
の全額を保証。
・8千万円を超える無担保保証にも柔軟に対応。
②保証料率、保証期間：各協会にお問い合わせください

事業再建資金の借入を行う場合、一般保証と別枠で保証

事業用資金の借入を行う場合の保証
①保証限度：無担保8千万円、最大2億8千万円
②保証料率、保証期間：各協会にお問い合わせください

小規模事業者の方が無担保・無保証で利用できる融資
①貸付限度：1500万円
②貸付利率：1.95%
③貸付期間：運転資金7年以内（据置期間1年以内）
設備資金10年以内（据置期間2年以内）

経営基盤強化に必要な設備資金、運転資金を長期・低利で融資
①貸付限度：日本公庫 中小事業7億2千万円、国民事業4,800万円
（一般貸付と別枠）
商工中金 7億2千万円
②貸付利率：日本公庫 中小事業1.75%、国民事業2.25%、商工中金1.75%
（基準金利（5年以内 平成23年3月12日現在））
※１：特に業況が悪化等の場合、最大0.5%の金利引下げ
（日本公庫・沖縄公庫）
※２：貸付利率が3.0%を超える場合、金利減免措置あり
（中小事業）
③貸付期間：運転資金8年以内（据置期間3年以内）
設備資金15年以内（据置期間3年以内）

事業の復旧に必要な設備資金・運転資金を長期・低利で融資
①貸付限度：日本公庫 中小事業1.5億円、国民事業3千万円（いずれも別枠）
商工中金1.5億円（別枠）
②貸付利率：日本公庫 中小事業1.75%、国民事業2.25%、商工中金1.75%
（基準金利（5年以内 平成23年3月12日現在））
③貸付期間：運転資金10年以内（据置期間2年以内）
設備資金10年以内（据置期間2年以内）
＜ 特別措置（金利減免） ＞
右欄の※に該当する方は、上記の貸付金利（通常の災害復旧貸付・危
機対応業務の貸付金利）より▲0.9％の金利減免が適用（貸付後３年間、
借入額のうち１千万円が上限）
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（保証協会）

セーフティネッ
ト保証（５号）

（保証協会）

災害関係保証

（保証協会）

一般保証

（日本公庫）

マル経融資

（商工中金）

危機対応業務

（日本公庫・沖縄公庫）

セーフティネッ
ト貸付

（商工中金）

危機対応業務

（日本公庫・沖縄公庫）

災害復旧貸付

制度名

【TOPICS】中小企業者向け資金繰り支援策の一覧（平成23年4月8日現在）

http://www.kansai.meti.go.jp/E̲Kansai/
当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。
表紙写真提供：ペイレスイメージズ

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局

広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通） Fax : 06-6966-6071

E-mail : kin-soumu@meti.go.jp

