
兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ

（今月のお知らせ）

○「仕事と生活バランス調査」のご案内

○兵庫県立ものづくり大学校　平成 25年度生（第３期生）募集のご案内

○「技能グランプリ＆フェスタ 2012」開催のお知らせ

○平成 24年度「兵庫ものづくり技能競技大会」参加選手募集のご案内

○「70歳いきいき企業ワークショップひょうご 2012」開催のお知らせ

○「国際フロンティア産業メッセ 2012」開催のお知らせ

○「国際フロンティア産業メッセ 2012」併催イベントのお知らせ

○「第９回 SPring-8産業利用報告会」開催のお知らせ

○「あいたい兵庫キャンペーン 2012」のご案内

○○○○「「「「仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活バランスバランスバランスバランス調査調査調査調査」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内

　・仕事と生活のバランス、とれていますか？

　　仕事と生活のバランスに関する職場環境や従業員の意識・ニーズ等を、ひ

ょうご仕事と生活センター調査員チームが調査いたします。

　　「あなたの会社は仕事と生活のバランスは取れているか？」「仕事満足度、

会社への帰属意識はどのくらいあるか？」といった調査依頼に対して、現状

のヒヤリング後、企業のニーズに合わせた調査票を設計し、従業員の方々を

対象としたアンケートを実施します。

　　実施後は、分析結果のまとめと今後の提言内容を書き加えた調査結果報告

書をご提供し、センター相談員より改善に向けた様々なご提案をさせていた

だきます。

　　この調査と提案はすべて無料ですので、是非ご活用ください。

　◇詳細・お申し込み方法はこちら↓

https://sites.google.com/site/hwlbnetwork/shi-shito-sheng-huobaransu-

diao-zha

◇お問い合わせ：ひょうご仕事と生活センター

　　　　　　　　　TEL：078-381-5277　FAX：078-381-5288

　　　　　　　　　E-mail：info@hyogo.wlb.ip

○○○○兵庫県立兵庫県立兵庫県立兵庫県立ものづくりものづくりものづくりものづくり大学校大学校大学校大学校　　　　平成平成平成平成 25252525年度生年度生年度生年度生（（（（第第第第３３３３期生期生期生期生））））募集募集募集募集のごのごのごのご案内案内案内案内

　・兵庫県立ものづくり大学校では、ものづくり現場を支える住宅系・金属系・

機械系の専科６コースにおいて、平成 25年度生（第３期生）を募集します。



　　◆募集コース：住宅系専科　住宅設備コース、木造建築コース

　　　　　　　　　金属系専科　溶接コース、金属塗装コース

　　　　　　　　　機械系専科　機械加工コース、機械製図・工作コース

　　◆募集期間：平成 24年 10月１日（月）～10月 19日（金）

　　◆対象者：高校等新規学卒者、18歳以上の求職者

　　◆授業料：無料（ただし、教科書等の必要諸経費４万円程度必要）

　　◆訓練期間：平成 25年４月 10日（水）～平成 26年３月 12日（木）

　　　※雇用保険等の受給対象になる場合がございますので、詳しくはハロー

ワークでご相談ください。

　◇詳細はこちら→http://www.monodai.ac.jp/

　◇お問い合わせ：兵庫県立ものづくり大学校　募集担当

　　　　　　　　　　TEL：079-240-7077

○○○○「「「「技能技能技能技能グランプリグランプリグランプリグランプリ＆＆＆＆フェスタフェスタフェスタフェスタ 2012201220122012」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　　　　・たくさんの方に職人の仕事や技能への理解を深めていただくことを目的と

して、衣食住など日常の生活を支える様々な職人の技が一堂に会するイベン

トを開催します。

　　「きて、みて、ふれて　みんなで楽しむものづくり」をテーマとして、熟

練技能者の実演や作品を見ることに加えて、実際にものづくりを体験するこ

とで、技能の素晴らしさを発信していきます。

　　大人も子供も一日楽しめますので、是非ご家族で、またお友達を誘ってご

来場ください。

　　◆日時：平成 24年 10月 27日（土）、28日（日）

　　◆場所：神戸国際展示場３号館

　　◆内容：【ものづくり体験教室】シルバーリング製作、小座布団製作、万華鏡製作など

　　　　　 【匠の技の実演】丸太切り、ケーキ作り、庖丁式、氷彫刻など

　　　　　 【ファッションショー】県内服飾関係団体によるファッションショー

　　　　　 【展示・販売】匠の技が光る作品の展示・販売

　　　　　 【ものづくり子供絵画展】子供たちが描いた「ものづくりをして働

いている人の姿」の絵画展

　　◆併催：技能フェスタ会場において、「技能職種の競技大会」を同時開催

　◇詳細はこちら→http://www.noukai-hyogo.jp/ginouren

　◇お問い合わせ：技能グランプリ＆フェスタ実行委員会事務局

（兵庫県技能士会連合会内）



　　　　　　　　　　TEL：078-371-2101　FAX：078-371-2102

○○○○平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度「「「「兵庫兵庫兵庫兵庫ものづくりものづくりものづくりものづくり技能競技大会技能競技大会技能競技大会技能競技大会」」」」参加選手募集参加選手募集参加選手募集参加選手募集のごのごのごのご案内案内案内案内

　・ものづくり現場における後継者の育成が課題となっているなか、昨年 11月

に兵庫県と兵庫県職業能力開発協会との共催により、県下の幅広い業態や規

模の異なる企業の技能者をはじめ、各種の教育機関や職業能力開発施設で学

ぶ人々等が互いに切磋琢磨する「兵庫ものづくり技能競技大会」を初めて開

催しました。

　　本年度も関係機関のご協力を得ながら「旋盤」「溶接」の２職種を対象に開

催します。

　　腕に覚えのある企業の技能者や工業高校生、職業訓練生の皆さん！積極的

な参加をお待ちしています。
部門 若年者技能交流部門 上級者技能競技部門

実施職種

（募集人数）

①旋盤（10名程度）

②溶接（20名程度）

旋盤（10名程度）

参加資格 次の①～③のいずれかに該当する方

①県内企業の在職者で、実施職種の実務経験

が３年未満の技能者（但し 35歳以下）

②県内の公共職業能力開発施設の在校生

（在職者訓練コースの在校生を除く）

③県内の工業高校、高専の在校生

（全国大会の入賞者を除く）

次の要件を満たす方

・県内企業の在職者（経験・年齢不問）

・技能検定１級相当以上の技能を有し、よ

り高い技能レベルを目指し、全国レベルの

技能競技大会出場等を志す方（全国大会の

入賞者を除く）

競 技 日 平成 24年 11月７日（水）

※別途、練習日・会場下見等を設定

平成 24年 11月 10日（土）

※別途、練習日・会場下見等を設定

競技会場 兵庫県立ものづくり大学校

【姫路市市之郷 1001-1】
三菱重工業㈱原動機事業本部高砂製作所

ものづくり教育センター

【高砂市荒井町新浜 2-1-1】

参 加 費 ①県内企業在職者(認定施設含む) 10,500円

②公共職能施設・高校等の在校生　　　無料

県内企業在職者　　　　　　　15,750円

表　　彰 各部門･職種毎の成績優秀者に対し、県知事賞･県職業能力開発協会長賞等を授与します

　　◆募集期間：平成 24年８月 20日（月）～９月 20日（木）

　　◆応募方法：上記の期間内に、リンク先の「参加申込書」をコピーして必

要事項をご記入のうえ、所属事業所・施設等の担当窓口を通

じて、下記までご郵送願います。

　◇詳細はこちら↓

http://www.noukai-hyogo.jp/promotion/img/H24monodukuri-annai.pdf

　◇書類提出先・お問い合わせ：

兵庫県職業能力開発協会

兵庫ものづくり技能競技大会事務局　担当：長井

〒650-0011　神戸市中央区下山手通 6-3-30　兵庫勤労福祉センター１F

　　TEL：078-371-2091　FAX：078-371-2095



　　E-mail：kunren@noukai-hyogo.jp

○○○○「「「「70707070歳歳歳歳いきいきいきいきいきいきいきいき企業企業企業企業ワークショップワークショップワークショップワークショップひょうごひょうごひょうごひょうご 2012201220122012」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　・希望者全員 65 歳まで雇用、さらには 70 歳まで働ける職場を実現するため

の課題と解決策について、講演、事例発表、パネルディスカッションを行い

ます。

　　2012 年から団塊の世代が 65 歳に達しはじめ、2050 年頃には 65 歳以上の

人口が全人口の４割に達するものと推計されています。人口・労働力の減少

と高齢化が急速に進むなか、高齢者の高い就業意欲と経験・技能を活かし、

できるだけ多くの方たちが社会の支え手としていきいきと活躍していけるよ

うな仕組みづくりが必要となっています。このワークショップでは、希望者

全員 65 歳までの雇用、さらには 70 歳まで働ける職場を実現するための課題

と解決策について、70 歳代の社員がいきいきと働く先進企業の事例を参考に

皆さまと一緒に考え、展望します。

　　◆日時：平成 24年 10月 18日（木）14:00～16:45

　　◆場所：神戸市産業振興センター901会議室

　　　　　（神戸市中央区東川崎町 1-8-4）

　◇詳細はこちら↓

http://www.hyogo-

koyokaihatsu.or.jp/topics.php?id=1&schemas=type010_1_1&topics=57#id5
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◇参加申し込み・お問い合わせ：

　　兵庫高齢・障害者雇用支援センター　大塚・大東・細越

　　　　TEL：078-325-1792　FAX：078-325-1793

◇チラシはこちら↓

http://www.hyogo-

koyokaihatsu.or.jp/public/_upload/type010_1_1/file/file_13445779739.pdf

○○○○「「「「国際国際国際国際フロンティアフロンティアフロンティアフロンティア産業産業産業産業メッセメッセメッセメッセ 2012201220122012」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　　　　・約 200小間が出展する産業見本市「国際フロンティア産業メッセ 2012」を

９月６日（木）・７日（金）に開催します。企業や大学・研究機関による先端

技術の紹介や新事業創出の基盤となる製品展示を中心に、基調講演、特別講

演、各種セミナーや交流会など多彩なプログラムを展開し、技術・ビジネス

交流を進める機会をご提供します。

　　また、今回は、エコものづくりといった観点を加え、ものづくり企業や研

究機関が集積する兵庫・神戸の強みを活かした新技術・新製品の展示や産学



官連携による研究成果・開発技術等を発信します。

　　◆日時：平成 24年９月６日（木）・７日（金）10:00～17:00

　　◆場所：神戸国際会館展示場２号館

　　◆入場料：無料

　　

　◇詳細はこちら→http://www.kobemesse.com/

　◇お問い合わせ：（公財）新産業創造研究機構（NIRO）支援企画部

　　　　　　　　　　TEL：078-306-6806

○○○○「「「「国際国際国際国際フロンティアフロンティアフロンティアフロンティア産業産業産業産業メッセメッセメッセメッセ 2012201220122012」」」」併催併催併催併催イベントイベントイベントイベントのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　・上記の「国際フロンティア産業メッセ 2012」開催にあわせて、下記のイベ

ントを併催します。

　【FOCUSスパコンセミナー】

　　◆日時：平成 24年９月７日（金）10:30～12:00

　　◆場所：神戸国際会館展示場２号館　３Ｂ会議室

　　◆概要：スパコン誕生から 30年以上、計算機シミュレーションは製品開発

に活用されてきましたが、改めて今「スパコンの産業利用」が謳

われる理由を考察します。FOCUSでは産業利用専用スパコンを昨

年度より稼働させ、安価で便利な仕組みで運用し、56 課題で活用

されました。現状と新たな利用支援策を報告します。

　【スーパーコンピュータ施設見学（完全予約制）】

　　◆日時：平成 24年９月７日（金）13:30～15:30

　　◆場所：神戸ポートアイランドスパコン地区

　　◆概要：世界最高レベルのスーパーコンピュータ「京」（理化学研究所計算

科学研究機構）、汎用性の高い産業用「FOCUSスパコン」（計算科

学振興財団）及び計算機シミュレーションの有効性を紹介する３

次元可視化システム（神戸大学統合研究拠点）の見学ツアーを開

催し、スパコン活用への理解を深めます。

　　他にも多様なイベント・セミナーを併催しますので、ぜひご参加ください。

　

　◇詳細はこちら→http://www.kobemesse.com/seminar.html

　◇お問い合わせ：（公財）新産業創造研究機構（NIRO）支援企画部

　　　　　　　　　　TEL：078-306-6806

○○○○「「「「第第第第９９９９回回回回 SPring-8SPring-8SPring-8SPring-8産業利用報告会産業利用報告会産業利用報告会産業利用報告会」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　・（公財）高輝度光科学研究センター（JASRI）は産業の振興への貢献を大切



な使命と考え、共用ビームラインを用いて産業界ユーザーに積極的な支援を

行っております。また、いくつかの専用ビームラインでも広範な産業利用が

行われています。

　　今年も、SPring-8 での産業利用成果の発表を通じて、産業界における放射

光の有効性を多くの方に知っていただくとともに、産業界ユーザーの相互交

流を目的とする産業利用報告会を行います。

　　本報告会は産業用専用ビームライン建設利用共同体（サンビーム）、兵庫県、

豊田中央研究所、JASRI それぞれに発表会（報告会）をジョイントして構成

したもので、口頭発表・ポスター発表及び技術交流会を行います。

　　最近の産業利用状況・成果を知るのに絶好の機会ですので奮ってご参加く

ださい。

　　◆日時：平成 24年９月６日（木）12:00～17:10　技術交流会 17:30～19:00

　　　　　　平成 24年９月７日（金）10:00～15:30

　　◆場所：愛知芸術文化センター12階（名古屋市東区東桜 1-13-2）

　　◆参加費：無料（技術交流会参加費 2,000円）

　　◆お申込期限：平成 24年 8月 29日（水）17時

　◇詳細はこちら↓

http://support.spring8.or.jp/event/sangyo_120906.html

　◇お申込・お問い合わせ：

SPring-8産業利用報告会事務局（（公財）高輝度光科学研究センター内）

担当　垣口、吉川

　TEL：0791-58-0987　FAX：0791-58-0988

　E-mail：industry@spring8.or.jp

○○○○「「「「あいたいあいたいあいたいあいたい兵庫兵庫兵庫兵庫キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 2012201220122012」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内

　・兵庫県、県内市町、観光関連団体、ＪＲ西日本などが連携した観光プロモ

ーション「あいたい兵庫キャンペーン 2012」が９月から 11 月まで実施され

ます。（キャンペーンサイト→http://www.hyogo-tourism.jp/aitaihyogo/）

　　この一環で、県内 41市町との連携の下、ゆるキャラを活用した県内市町が

お勧めする観光スポット紹介のビデオレター等をこの度、ひょうごチャンネ

ル及び You Tubeにアップしました。

　　県内市町のゆるキャラを知りたい方。週末どこに行こうか迷っている方。

この動画を見れば、あなたも兵庫県ゆるキャラ＆兵庫県観光博士？是非一度、

ご覧になってください。

　　◆ひょうごチャンネル→http://hyogoch.jp/



　　◆You Tube→http://www.youtube.com/user/hyogoch/videos?view-1

　◇お問い合わせ：兵庫県産業労働部国際局観光振興課

　　　　　　　　　　TEL：078-362-3838


